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フルマラソン一般男子 1 163 高橋　雅一 ﾀｶﾊｼ ﾏｻｶｽﾞ  2:32:05 チームカイロス 東京都
フルマラソン一般男子 2 166 大兼　俊貴 ｵｵｶﾈ ﾄｼｷ  2:37:04 さいたま市陸協 東京都
フルマラソン一般男子 3 121 石田　崇宏 ｲｼﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ  2:38:41 東京都
フルマラソン一般男子 4 103 余村　直彦 ﾖﾑﾗ ﾅｵﾋｺ  2:39:54 大阪走友会 大阪府
フルマラソン一般男子 5 164 西村　好康 ﾆｼﾑﾗ ﾖｼﾔｽ  2:41:22 神奈川県
フルマラソン一般男子 6 141 上林　英男 ｶﾝﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｵ  2:41:34 長野アスリート 長野市
フルマラソン一般男子 7 101 坂本　隆介 ｻｶﾓﾄ ﾘｭｳｽｹ  2:42:23 長野俊英高校（坂本兄弟） 上田市
フルマラソン一般男子 8 1593 陳　龍  2:45:31 東京都
フルマラソン一般男子 9 178 田畑　宏道 ﾀﾊﾞﾀ ﾋﾛﾐﾁ  2:47:47 篠ノ井総合病院 長野市
フルマラソン一般男子 10 159 赤川　竜一 ｱｶｶﾞﾜ ﾘｭｳｲﾁ  2:50:33 日高陸協 埼玉県
フルマラソン一般男子 11 945 金子　隼也 ｶﾈｺ ﾄｼﾔ  2:51:14 リレマラ 埼玉県
フルマラソン一般男子 12 1259 野々原　聖 ﾉﾉﾊﾗ ﾋｻﾄ  2:51:47 土岐走友 岐阜県
フルマラソン一般男子 13 144 中岡　良路 ﾅｶｵｶ ﾘｮｳｼﾞ  2:51:56 水戸工業 兵庫県
フルマラソン一般男子 14 171 永田　英智 ﾅｶﾞﾀ ﾋﾃﾞﾄﾓ  2:52:10 チームりこ 兵庫県
フルマラソン一般男子 15 133 勢力　翔太 ｾｲﾘｷ ｼｮｳﾀ  2:52:34 東京都
フルマラソン一般男子 16 140 益谷　逸平 ﾏｽﾀﾆ ｲｯﾍﾟｲ  2:52:36 ハリアーズ 東京都
フルマラソン一般男子 17 117 荒木　数也 ｱﾗｷ ｶｽﾞﾔ  2:53:39 國學院大學 千葉県
フルマラソン一般男子 18 817 廣瀬　昌宏 ﾋﾛｾ ﾏｻﾋﾛ  2:54:42 松本市
フルマラソン一般男子 19 158 鈴木　建吾 ｽｽﾞｷ ｹﾝｺﾞ  2:54:49 チーム３００ 静岡県
フルマラソン一般男子 20 162 加藤　浩 ｶﾄｳ ﾋﾛｼ  2:55:40 ずんだ 東京都
フルマラソン一般男子 21 864 徳田　庄平 ﾄｸﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ  2:56:44 ゼンリン 兵庫県
フルマラソン一般男子 22 1292 吉村　伸二 ﾖｼﾑﾗ ｼﾝｼﾞ  2:58:17 静岡県
フルマラソン一般男子 23 942 森　隆行 ﾓﾘ ﾀｶﾕｷ  2:58:36 日本大学 神奈川県
フルマラソン一般男子 24 1466 村瀬　賢大 ﾑﾗｾ ﾏｻﾋﾛ  2:59:51 三重県庁ＡＣ 三重県
フルマラソン一般男子 25 126 阿部　克臣 ｱﾍﾞ ｶﾂｵﾐ  3:01:24 うさおＲＣ 東京都
フルマラソン一般男子 26 1617 石川　元 ｲｼｶﾜ ｹﾞﾝ  3:02:21 京都大学 京都府
フルマラソン一般男子 27 102 坂本　雄太 ｻｶﾓﾄ ﾕｳﾀ  3:02:35 埼玉県南西部消防（坂本兄弟） 上田市
フルマラソン一般男子 28 1163 田中　広宣 ﾀﾅｶ ﾋﾛﾉﾌﾞ  3:02:51 恵那市立三郷小学校 岐阜県
フルマラソン一般男子 29 112 河合　勇也 ｶﾜｲ ｲｻﾔ  3:02:51 ＷｉｎｄＲｕｎ 愛知県
フルマラソン一般男子 30 1441 鈴木　祥一 ｽｽﾞｷ ｼｮｳｲﾁ  3:04:28 チームまーどっく 長野市
フルマラソン一般男子 31 870 秋田　啓介 ｱｷﾀ ｹｲｽｹ  3:05:49 アキタ薬局 京都府
フルマラソン一般男子 32 149 倉石　茂 ｸﾗｲｼ ｼｹﾞﾙ  3:06:00 長野市
フルマラソン一般男子 33 1359 西松　敏昭 ﾆｼﾏﾂ ﾄｼｱｷ  3:06:38 岐阜県
フルマラソン一般男子 34 1244 池田　忠史 ｲｹﾀﾞ ﾀﾀﾞｼ  3:07:28 長野市
フルマラソン一般男子 35 1095 伊藤　康孝 ｲﾄｳ ﾔｽﾀｶ  3:07:58 伊那市
フルマラソン一般男子 36 1580 竹入　浩重 ﾀｹｲﾘ ﾋﾛｼｹﾞ  3:08:01 侍ＡＣ 伊那市
フルマラソン一般男子 37 1123 樰沢　良太 ﾀﾗｻﾜ ﾘｮｳﾀ  3:08:13 恋愛同盟 中野市
フルマラソン一般男子 38 878 芳川　信太郎 ﾖｼｶﾜ ｼﾝﾀﾛｳ  3:08:45 北信ローカル 中野市
フルマラソン一般男子 39 1036 室橋　祥太 ﾑﾛﾊｼ ｼｮｳﾀ  3:08:47 埼玉県
フルマラソン一般男子 40 1405 小林　洋介 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｳｽｹ  3:08:52 セイコーエプソン 松本市
フルマラソン一般男子 41 898 倉内　修司 ｸﾗｳﾁ ｼｭｳｼﾞ  3:08:56 老健すめらぎ 長野市
フルマラソン一般男子 42 152 本多　雄一郎 ﾎﾝﾀﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ  3:08:58 本多自動車 静岡県
フルマラソン一般男子 43 1000 前澤　一郎 ﾏｴｻﾞﾜ ｲﾁﾛｳ  3:09:13 茅野市
フルマラソン一般男子 44 1475 樺澤　秀近 ｶﾊﾞｻﾜ ﾋﾃﾞﾁｶ  3:09:25 Ｔｅａｍ白樺 神奈川県
フルマラソン一般男子 45 136 奥西　新 ｵｸﾆｼ ﾊｼﾞﾒ  3:09:32 天白川走友会 石川県
フルマラソン一般男子 46 173 木村　圭 ｷﾑﾗ ｹｲ  3:09:47 愛知県
フルマラソン一般男子 47 151 高山　裕哉 ﾀｶﾔﾏ ﾕｳﾔ  3:10:17 山梨県
フルマラソン一般男子 48 113 物井　隆 ﾓﾉｲ ﾀｶｼ  3:13:14 株ケーヒン 栃木県
フルマラソン一般男子 49 1144 鈴木　高志 ｽｽﾞｷ ﾀｶｼ  3:13:19 ムラテック 岐阜県
フルマラソン一般男子 50 982 米田　稔 ﾖﾈﾀﾞ ﾐﾉﾙ  3:13:46 愛知県
フルマラソン一般男子 51 1432 松本　聡 ﾏﾂﾓﾄ ｻﾄｼ  3:13:59 ラッピー 白馬村
フルマラソン一般男子 52 980 久保　雅信 ｸﾎﾞ ﾏｻﾉﾌﾞ  3:14:05 ９５イーズ 上田市
フルマラソン一般男子 53 1326 坂井　久悦 ｻｶｲ ﾋｻﾖｼ  3:14:20 さがわ 新潟県
フルマラソン一般男子 54 1416 田中　実 ﾀﾅｶ ﾐﾉﾙ  3:15:01 長和町役場 長和町
フルマラソン一般男子 55 1084 鴨井　雪紀 ｶﾓｲ ﾕｷﾉﾘ  3:15:10 チームかも蔵 長野市
フルマラソン一般男子 56 1232 清水　雄介 ｼﾐｽﾞ ﾕｳｽｹ  3:15:17 ＺＲＣ坊走族 長野市
フルマラソン一般男子 57 1079 林　豊 ﾊﾔｼ ﾕﾀｶ  3:15:54 分水嶺 箕輪町
フルマラソン一般男子 58 107 菊地　章一 ｷｸﾁ ｼｮｳｲﾁ  3:16:17 うのちゃんず 山梨県
フルマラソン一般男子 59 1364 荻野　浩二 ｵｷﾞﾉ ｺｳｼﾞ  3:16:21 東京都
フルマラソン一般男子 60 988 中澤　好明 ﾅｶｻﾞﾜ ﾖｼｱｷ  3:16:22 群馬県
フルマラソン一般男子 61 132 小内　則男 ｵﾅｲ ﾉﾘｵ  3:16:22 ベアリスＲＣ 埼玉県
フルマラソン一般男子 62 1254 城田　凌麻 ｼﾛﾀ ﾘｮｳﾏ  3:16:50 松本市
フルマラソン一般男子 63 156 宇井　英信 ｳｲ ﾋﾃﾞﾉﾌﾞ  3:17:01 よかにせＰＲＣ 愛知県
フルマラソン一般男子 64 1529 矢野　利昌 ﾔﾉ ﾄｼﾏｻ  3:17:51 岐阜県
フルマラソン一般男子 65 1174 佐藤　哲也 ｻﾄｳ ﾃﾂﾔ  3:17:55 おやじ 千葉県
フルマラソン一般男子 66 1102 竹嶋　健太郎 ﾀｹｼﾏ ｹﾝﾀﾛｳ  3:18:03 厚木荻野走友会 神奈川県
フルマラソン一般男子 67 836 筒井　俊治 ﾂﾂｲ ｼｭﾝｼﾞ  3:18:11 １３普連３中隊 松本市
フルマラソン一般男子 68 1170 加藤　誠隆 ｶﾄｳ ｾｲﾘｭｳ  3:18:20 白馬ランニングクラブ 秋田県
フルマラソン一般男子 69 1104 藤谷　健 ﾌｼﾞﾀﾆ ｹﾝ  3:18:24 すまいるＡＣ 松本市
フルマラソン一般男子 70 896 佐藤　賢次 ｻﾄｳ ｹﾝｼﾞ  3:18:25 ヤーゲンラート 松本市
フルマラソン一般男子 71 1457 徳武　雄一 ﾄｸﾀｹ ﾕｳｲﾁ  3:18:27 長野市
フルマラソン一般男子 72 1316 石井　聡 ｲｼｲ ｻﾄｼ  3:18:58 群馬県
フルマラソン一般男子 73 123 平田　尚史 ﾋﾗﾀ ﾅｵｼﾞ  3:19:25 大谷硝子店 東京都
フルマラソン一般男子 74 851 星野　秋宏 ﾎｼﾉ ｱｷﾋﾛ  3:20:09 ＭＴＣ 山梨県
フルマラソン一般男子 75 1313 保科　博信 ﾎｼﾅ ﾋﾛﾉﾌﾞ  3:20:12 さくれつらん 佐久市
フルマラソン一般男子 76 146 小林　丈二 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾞﾖｳｼﾞ  3:20:12 天白川走友会 愛知県
フルマラソン一般男子 77 1486 山岸　義忠 ﾔﾏｷﾞｼ ﾖｼﾀﾀﾞ  3:20:32 高く速くドーン 千曲市
フルマラソン一般男子 78 1091 水野　大輔 ﾐｽﾞﾉ ﾀﾞｲｽｹ  3:21:01 大阪府
フルマラソン一般男子 79 1114 直井　訂 ﾅｵｲ ﾀﾀﾞｼ  3:21:03 愛知県
フルマラソン一般男子 80 1433 松本　寛司 ﾏﾂﾓﾄ ｶﾝｼﾞ  3:22:01 ラッピー 白馬村
フルマラソン一般男子 81 1440 土田　孝浩 ﾂﾁﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ  3:22:05 ｄｅｕｔｅｒ 東京都
フルマラソン一般男子 82 811 青木　史典 ｱｵｷ ﾌﾐﾉﾘ  3:22:10 トヨタカローラ南信 安曇野市
フルマラソン一般男子 83 1053 中藤　亮 ﾅｶﾄｳ ﾘｮｳ  3:22:14 湯ったり部 飯田市
フルマラソン一般男子 84 130 小松　和人 ｺﾏﾂ ｶｽﾞﾄ  3:22:20 兵庫県
フルマラソン一般男子 85 1020 矢島　隆弘 ﾔｼﾞﾏ ﾀｶﾋﾛ  3:22:33 松本市
フルマラソン一般男子 86 879 安藤　宏 ｱﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｼ  3:22:34 松本市
フルマラソン一般男子 87 808 河原　稔 ｶﾜﾊﾗ ﾐﾉﾙ  3:22:45 エアーズ 富山県
フルマラソン一般男子 88 890 内藤　義広 ﾅｲﾄｳ ﾖｼﾋﾛ  3:23:07 韮崎驚走倶楽部 山梨県
フルマラソン一般男子 89 125 加藤　裕一郎 ｶﾄｳ ﾕｳｲﾁﾛｳ  3:23:17 東京都
フルマラソン一般男子 90 179 成瀬　拓也 ﾅﾙｾ ﾀｸﾔ  3:23:24 ほっこりＲＣ 東京都



種目名 種目順位 ｾﾞｯｹﾝ番号 氏名漢字 氏名ｶﾅ 印字タイム 所属ｸﾗﾌﾞ名 県名
フルマラソン一般男子 91 884 松林　洋志 ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｼ  3:23:51 アルポリック 東御市
フルマラソン一般男子 92 807 石田　栄二 ｲｼﾀﾞ ｴｲｼﾞ  3:23:53 下條村
フルマラソン一般男子 93 916 野村　和政 ﾉﾑﾗ ｶｽﾞﾏｻ  3:24:14 岐阜県
フルマラソン一般男子 94 1540 勝家　健一 ｶﾂｲｴ ｹﾝｲﾁ  3:24:26 池田町
フルマラソン一般男子 95 1472 田中　泰斗 ﾀﾅｶ ﾀｲﾄ  3:24:27 工技研ＲＣ 岐阜県
フルマラソン一般男子 96 1038 加藤　英二 ｶﾄｳ ｴｲｼﾞ  3:24:40 静岡県
フルマラソン一般男子 97 131 永田　豪生 ﾅｶﾞﾀ ﾋﾃﾞｷ  3:25:49 湘南スターズ 神奈川県
フルマラソン一般男子 98 1274 増田　誠一 ﾏｽﾀﾞ ｾｲｲﾁ  3:25:50 東御市
フルマラソン一般男子 99 1582 岡田　明 ｵｶﾀﾞ ｱｷﾗ  3:25:51 酒場放浪 新潟県
フルマラソン一般男子 100 897 本間　慎吾 ﾎﾝﾏ ｼﾝｺﾞ  3:25:52 新潟県
フルマラソン一般男子 101 1270 金丸　創一 ｶﾅﾏﾙ ｿｳｲﾁ  3:26:01 菱三工業 愛知県
フルマラソン一般男子 102 1487 関　貴弘 ｾｷ ﾀｶﾋﾛ  3:26:01 ＪＧＣＹ 神奈川県
フルマラソン一般男子 103 1078 中島　拓磨 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｸﾏ  3:26:52 長野市
フルマラソン一般男子 104 1028 片岡　慶三 ｶﾀｵｶ ｹｲｿﾞｳ  3:27:13 大高ＣＲＳ 愛知県
フルマラソン一般男子 105 939 相田　通武 ｿｳﾀﾞ ﾐﾁﾀｹ  3:27:17 夢宙ＡＣ 東京都
フルマラソン一般男子 106 1042 栗林　真人 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾄ  3:27:17 東京都
フルマラソン一般男子 107 826 原田　知哉 ﾊﾗﾀﾞ ﾄﾓﾔ  3:27:20 静岡県
フルマラソン一般男子 108 1260 杉山　嘉彦 ｽｷﾞﾔﾏ ﾖｼﾋｺ  3:27:22 群馬県
フルマラソン一般男子 109 1507 塚田　政志 ﾂｶﾀﾞ ﾏｻｼ  3:27:34 チームまあどっく 長野市
フルマラソン一般男子 110 1552 佐藤　豪 ｻﾄｳ ﾀｹｼ  3:28:06 ブリヂストン 滋賀県
フルマラソン一般男子 111 1383 小島　貴裕 ｺｼﾞﾏ ﾀｶﾋﾛ  3:28:10 松本市
フルマラソン一般男子 112 1607 大原　徹 ｵｵﾊﾗ ﾄｵﾙ  3:28:11 安曇野市
フルマラソン一般男子 113 1175 稲川　和博 ｲﾅｶﾜ ｶｽﾞﾋﾛ  3:28:21 イナリワン 神奈川県
フルマラソン一般男子 114 1553 松井　弘幸 ﾏﾂｲ ﾋﾛﾕｷ  3:28:29 精工化学 埼玉県
フルマラソン一般男子 115 963 佐藤　大輔 ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ  3:28:32 守谷ＲＣ 長野市
フルマラソン一般男子 116 909 望月　雅人 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾏｻﾄ  3:28:35 上田市
フルマラソン一般男子 117 1008 関藤　満之 ｾｷﾄｳ ﾐﾂｼ  3:28:46 ＮＴＴドコモ 愛知県
フルマラソン一般男子 118 1129 藤田　泰之 ﾌｼﾞﾀ ﾋﾛﾕｷ  3:28:52 安曇野市
フルマラソン一般男子 119 1016 関山　克孝 ｾｷﾔﾏ ﾖｼﾀｶ  3:28:54 千葉県
フルマラソン一般男子 120 160 清水　泰喜 ｼﾐｽﾞ ﾋﾛｷ  3:28:56 明治薬科大学 東京都
フルマラソン一般男子 121 973 天野　卓 ｱﾏﾉ ﾀｸ  3:28:57 佐久市
フルマラソン一般男子 122 824 田中　義人 ﾀﾅｶ ﾖｼﾋﾄ  3:29:07 高嶺走友会 長野市
フルマラソン一般男子 123 1407 伊藤　圭太 ｲﾄｳ ｹｲﾀ  3:29:09 神奈川県
フルマラソン一般男子 124 1215 秋山　忍 ｱｷﾔﾏ ｼﾉﾌﾞ  3:29:21 岐阜県
フルマラソン一般男子 125 835 清水　幹也 ｼﾐｽﾞ ﾐｷﾔ  3:29:30 １３普連３中隊 松本市
フルマラソン一般男子 126 1134 神谷　俊英 ｶﾐﾔ ﾄｼﾋﾃﾞ  3:29:31 魚国総本社 富山県
フルマラソン一般男子 127 1489 矢田　潤一 ﾔﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ  3:29:45 パラダイス 神奈川県
フルマラソン一般男子 128 1281 刀根　雅拓 ﾄﾈ ﾏｻﾋﾛ  3:30:17 麒麟 三重県
フルマラソン一般男子 129 1288 岸本　俊朗 ｷｼﾓﾄ ｼｭﾝﾛｳ  3:30:26 長野市
フルマラソン一般男子 130 1427 和田　悠介 ﾜﾀﾞ ﾕｳｽｹ  3:30:29 茨城県
フルマラソン一般男子 131 1348 溝口　想 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｿｳ  3:31:20 船橋整形外科 千葉県
フルマラソン一般男子 132 837 渡部　康平 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳﾍｲ  3:31:27 １３普連３中隊 松本市
フルマラソン一般男子 133 1353 秋山　貴之 ｱｷﾔﾏ ﾀｶﾕｷ  3:31:30 千葉県
フルマラソン一般男子 134 1606 堀　洋一 ﾎﾘ ﾖｳｲﾁ  3:31:47 東京都
フルマラソン一般男子 135 1135 樋川　祥章 ﾋｶﾜ ﾖｼｱｷ  3:32:11 長野市
フルマラソン一般男子 136 1366 河合　博一 ｶﾜｲ ﾋﾛｶｽﾞ  3:33:11 千葉県
フルマラソン一般男子 137 903 小川　典彦 ｵｶﾞﾜ ﾉﾘﾋｺ  3:33:34 走・はっぴい 三重県
フルマラソン一般男子 138 972 河野　淳二 ｶﾜﾉ ｼﾞｭﾝｼﾞ  3:34:00 チームまことちゃん 長野市
フルマラソン一般男子 139 142 日置　勝之 ﾋｵｷ ｶﾂﾕｷ  3:34:09 朝霞ＡＣ 埼玉県
フルマラソン一般男子 140 943 中澤　清人 ﾅｶｻﾞﾜ ｷﾖﾄ  3:34:31 諏訪市
フルマラソン一般男子 141 998 合田　和博 ｺﾞｳﾀﾞ ｶｽﾞﾋﾛ  3:34:41 東京都
フルマラソン一般男子 142 1622 大谷内　伸 ｵｵﾔｳﾁ ｼﾝ  3:35:04 千葉県
フルマラソン一般男子 143 1496 原　知義 ﾊﾗ ﾄﾓﾖｼ  3:35:28 サニーサイド 白馬村
フルマラソン一般男子 144 184 金森　優一 ｶﾅﾓﾘ ﾕｳｲﾁ  3:35:44 南蛮連合 東京都
フルマラソン一般男子 145 1178 伊藤　祐輝 ｲﾄｳ ﾕｳｷ  3:36:05 アボットジャパン 千葉県
フルマラソン一般男子 146 867 長野　宏昭 ﾅｶﾞﾉ ﾋﾛｱｷ  3:36:31 ながのりくそ～ 長野市
フルマラソン一般男子 147 1565 松沢　幸靖 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾕｷﾔｽ  3:36:38 はるきばランニン 白馬村
フルマラソン一般男子 148 1176 沖野　啓二 ｵｷﾉ ｹｲｼﾞ  3:36:58 静岡県
フルマラソン一般男子 149 1610 野村　千俊 ﾉﾑﾗ ﾁﾄｼ  3:37:00 古川ＡＣ 岐阜県
フルマラソン一般男子 150 944 向山　洋一郎 ﾑｶｲﾔﾏ ﾖｳｲﾁﾛｳ  3:38:00 高嶺走友会 長野市
フルマラソン一般男子 151 1024 堀内　修悟 ﾎﾘｳﾁ ｼｭｳｺﾞ  3:38:03 信州銘醸ＲＣ 坂城町
フルマラソン一般男子 152 931 長谷部　正人 ﾊｾﾍﾞ ﾏｻﾄ  3:38:08 愛知県
フルマラソン一般男子 153 147 渡邉　勇作 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｻｸ  3:38:42 セカンドウィンド 愛知県
フルマラソン一般男子 154 983 松田　純一 ﾏﾂﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ  3:38:53 酒ＲＵＮだぁ～す！ 愛知県
フルマラソン一般男子 155 857 大和田　智彦 ｵｵﾜﾀﾞ ﾄﾓﾋｺ  3:38:56 東京都
フルマラソン一般男子 156 1122 林　崇広 ﾊﾔｼ ﾀｶﾋﾛ  3:39:00 円福ＲＣ 長野市
フルマラソン一般男子 157 1063 小池　広晃 ｺｲｹ ﾋﾛｱｷ  3:39:07 ＳＲＴ 飯田市
フルマラソン一般男子 158 925 千見寺　宏実 ﾁｹﾝｼﾞ ﾋﾛﾐ  3:39:14 松本市
フルマラソン一般男子 159 1017 鴨志田　新一 ｶﾓｼﾀﾞ ｼﾝｲﾁ  3:39:22 川口北高校 埼玉県
フルマラソン一般男子 160 908 遠藤　禎史 ｴﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾌﾐ  3:39:33 松本市
フルマラソン一般男子 161 1546 正久　用康 ﾏｻﾋｻ ﾓﾁﾔｽ  3:39:46 静岡県
フルマラソン一般男子 162 1280 木野田　文也 ｷﾉﾀ ﾌﾐﾔ  3:39:56 松本市
フルマラソン一般男子 163 1076 塚田　晃裕 ﾂｶﾀﾞ ｱｷﾋﾛ  3:40:00 飯田市
フルマラソン一般男子 164 1334 岡田　真幸 ｵｶﾀﾞ ﾏｻﾕｷ  3:40:05 神奈川県
フルマラソン一般男子 165 994 青木　俊幸 ｱｵｷ ﾄｼﾕｷ  3:40:24 八十二銀行 長野市
フルマラソン一般男子 166 952 寺川　和治 ﾃﾗｶﾜ ｶｽﾞﾊﾙ  3:40:27 愛知県
フルマラソン一般男子 167 1019 實原　修 ｼﾞﾂﾊﾗ ｵｻﾑ  3:40:30 下條クラブ 下條村
フルマラソン一般男子 168 985 田中　英樹 ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞｷ  3:40:38 えたーなるＡＤＶ 神奈川県
フルマラソン一般男子 169 137 関　修行 ｾｷ ﾉﾌﾞﾕｷ  3:40:40 川崎市消防局 東京都
フルマラソン一般男子 170 1097 秋葉　知律 ｱｷﾊﾞ ﾄﾓﾉﾘ  3:40:41 山梨県庁 山梨県
フルマラソン一般男子 171 1505 森田　望 ﾓﾘﾀ ﾉｿﾞﾑ  3:41:35 白馬ＲＣ 白馬村
フルマラソン一般男子 172 1099 菊川　真也 ｷｸｶﾜ ｼﾝﾔ  3:42:20 愛知県
フルマラソン一般男子 173 975 藤岡　智行 ﾌｼﾞｵｶ ﾄﾓﾕｷ  3:42:23 滋賀県
フルマラソン一般男子 174 861 永易　量行 ﾅｶﾞﾔｽ ｶｽﾞﾕｷ  3:42:37 神奈川県
フルマラソン一般男子 175 1196 玉井　康善 ﾀﾏｲ ﾔｽﾖｼ  3:42:45 長野市
フルマラソン一般男子 176 1143 小林　慎和 ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾘｶｽﾞ  3:43:13 どぜう同好会 愛知県
フルマラソン一般男子 177 1185 藤沢　一希 ﾌｼﾞｻﾜ ｶｽﾞｷ  3:43:33 東京理科大 東京都
フルマラソン一般男子 178 1410 田沼　隆一 ﾀﾇﾏ ﾘｭｳｲﾁ  3:43:45 青春リハビリＦＣ 東京都
フルマラソン一般男子 179 1481 小平　美一 ｺﾀﾞｲﾗ ﾖｼｶｽﾞ  3:43:47 侍ＡＣ 南箕輪村
フルマラソン一般男子 180 1058 浅野　貴生 ｱｻﾉ ﾀｶｷ  3:43:53 愛知県
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フルマラソン一般男子 181 175 柄澤　貴章 ｶﾗｻﾜ ﾀｶｱｷ  3:44:16 長野日本無線 長野市
フルマラソン一般男子 182 1061 窪田　健司 ｸﾎﾞﾀ ｹﾝｼﾞ  3:44:22 チビッコ倶楽部 山梨県
フルマラソン一般男子 183 1304 中野　雅夫 ﾅｶﾉ ﾏｻｵ  3:44:29 兵庫県
フルマラソン一般男子 184 165 水村　大樹 ﾐｽﾞﾑﾗ ﾋﾛｷ  3:44:29 明治薬科大学 埼玉県
フルマラソン一般男子 185 1119 長嶺　寛之 ﾅｶﾞﾐﾈ ﾋﾛﾕｷ  3:44:31 ＴＳＫ 埼玉県
フルマラソン一般男子 186 856 松澤　幸宣 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾕｷﾉﾌﾞ  3:44:40 カンキョーズ 愛知県
フルマラソン一般男子 187 1021 榊原　健也 ｻｶｷﾊﾞﾗ ｹﾝﾔ  3:44:51 スノーすずらん 長野市
フルマラソン一般男子 188 1536 宮下　純一 ﾐﾔｼﾀ ｼﾞｭﾝｲﾁ  3:44:57 東京都
フルマラソン一般男子 189 1604 村松　功一 ﾑﾗﾏﾂ ｺｳｲﾁ  3:45:07 長野市
フルマラソン一般男子 190 854 尾美　直樹 ｵﾐ ﾅｵｷ  3:45:11 百華倶楽部 上田市
フルマラソン一般男子 191 1139 中嶋　保博 ﾅｶｼﾞﾏ ﾔｽﾋﾛ  3:45:15 埼玉県
フルマラソン一般男子 192 1026 高林　晃成 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ｱｷﾅﾘ  3:45:20 高林 東京都
フルマラソン一般男子 193 1448 片桐　剛太 ｶﾀｷﾞﾘ ｺﾞｳﾀ  3:45:22 駆愛　松竹梅 中野市
フルマラソン一般男子 194 1182 長谷部　謙一 ﾊｾﾍﾞ ｹﾝｲﾁ  3:46:04 円福ＲＣ 長野市
フルマラソン一般男子 195 946 佐藤　基明 ｻﾄｳ ﾓﾄｱｷ  3:46:06 うさおＲＣ 千葉県
フルマラソン一般男子 196 947 平　良夫 ﾀｲﾗ ﾖｼｵ  3:46:14 ハナビシＲＣ 富山県
フルマラソン一般男子 197 1108 柴崎　淳二 ｼﾊﾞｻｷ ｼﾞｭﾝｼﾞ  3:46:23 埼玉県
フルマラソン一般男子 198 915 成沢　修 ﾅﾙｻﾜ ｵｻﾑ  3:46:37 ＲＴ遠見 大町市
フルマラソン一般男子 199 958 石井　征行 ｲｼｲ ﾏｻﾕｷ  3:46:47 東京都
フルマラソン一般男子 200 865 沢崎　立雄 ｻﾜｻｷ ﾀﾂｵ  3:47:30 富士見町
フルマラソン一般男子 201 176 和田　正典 ﾜﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ  3:47:39 Ｔｅａｍ半蔵門 神奈川県
フルマラソン一般男子 202 1282 田中　哲弥 ﾀﾅｶ ﾃﾂﾔ  3:47:43 上田市
フルマラソン一般男子 203 182 荒井　泰周 ｱﾗｲ ﾔｽﾁｶ  3:47:52 埼玉県
フルマラソン一般男子 204 1010 佐藤　家孝 ｻﾄｳ ｲｴﾀｶ  3:48:38 都筑製作所 坂城町
フルマラソン一般男子 205 1311 太田　淳也 ｵｵﾀ ｼﾞｭﾝﾔ  3:48:44 名古屋大学医スキー部 愛知県
フルマラソン一般男子 206 1121 花岡　裕之 ﾊﾅｵｶ ﾋﾛﾕｷ  3:49:07 小諸市
フルマラソン一般男子 207 1377 柳原　健 ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾂﾖｼ  3:49:12 大町市
フルマラソン一般男子 208 1096 川口　真也 ｶﾜｸﾞﾁ ｼﾝﾔ  3:49:14 三重県
フルマラソン一般男子 209 115 薄井　政徳 ｳｽｲ ﾏｻﾉﾘ  3:49:23 埼玉陸協 埼玉県
フルマラソン一般男子 210 1153 岩嵜　武彦 ｲﾜｻｷ ﾀｹﾋｺ  3:49:31 大阪府
フルマラソン一般男子 211 901 榎本　明 ｴﾉﾓﾄ ｱｷﾗ  3:49:35 長野市
フルマラソン一般男子 212 1094 柳澤　洋平 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾖｳﾍｲ  3:49:42 東京都
フルマラソン一般男子 213 1151 小玉　淳一 ｺﾀﾞﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ  3:50:07 ランニングデポ 神奈川県
フルマラソン一般男子 214 858 小澤　雄樹 ｵｻﾞﾜ ﾕｳｷ  3:51:01 塩尻市
フルマラソン一般男子 215 1211 東山　智隆 ﾋｶﾞｼﾔﾏ ﾄﾓﾀｶ  3:51:12 シルク 松本市
フルマラソン一般男子 216 1344 髙木　亮雄 ﾀｶｷﾞ ｱｷｵ  3:51:13 岐阜県
フルマラソン一般男子 217 1605 下平　義二 ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾖｼｼﾞ  3:51:27 愛知県
フルマラソン一般男子 218 1631 峯村　敏彰 ﾐﾈﾑﾗ ﾄｼｱｷ  3:51:31 高嶺走友会 長野市
フルマラソン一般男子 219 1543 矢野　貞浩 ﾔﾉ ｻﾀﾞﾋﾛ  3:51:39 チーム矢野 千曲市
フルマラソン一般男子 220 956 若林　隆宣 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾉﾌﾞ  3:51:44 駅前食堂千歳屋 愛知県
フルマラソン一般男子 221 820 木次　剛 ｷﾂｷﾞ ﾂﾖｼ  3:51:58 佐久市
フルマラソン一般男子 222 929 岡安　真理 ｵｶﾔｽ ｼﾝﾘ  3:52:14 神奈川県
フルマラソン一般男子 223 886 安喜　健太郎 ｱｷ ｹﾝﾀﾛｳ  3:52:34 あきけんＪＡＰＡＮ 東京都
フルマラソン一般男子 224 148 小川　徹 ｵｶﾞﾜ ﾄｵﾙ  3:52:44 オールバディ 兵庫県
フルマラソン一般男子 225 844 寺島　政一 ﾃﾗｼﾏ ｾｲｲﾁ  3:52:50 Ｔ’ｓチーム 山形村
フルマラソン一般男子 226 111 吉田　茂人 ﾖｼﾀﾞ ｼｹﾞﾄ  3:53:06 走・はっぴい 三重県
フルマラソン一般男子 227 1354 二村　修 ﾌﾀﾑﾗ ｵｻﾑ  3:53:13 いわくらランステ 愛知県
フルマラソン一般男子 228 1418 久保　善衛 ｸﾎﾞ ﾖｼｴ  3:53:24 甘楽ベイスターズ 群馬県
フルマラソン一般男子 229 1186 阿波　智彦 ｱﾜ ﾄﾓﾋｺ  3:53:25 東京都
フルマラソン一般男子 230 1401 小島　広一 ｺｼﾞﾏ ｺｳｲﾁ  3:53:46 下諏訪町
フルマラソン一般男子 231 833 丸山　和宏 ﾏﾙﾔﾏ ｶｽﾞﾋﾛ  3:53:54 チーム・リセット 大町市
フルマラソン一般男子 232 1482 齋藤　善輝 ｻｲﾄｳ ﾖｼﾃﾙ  3:53:58 マルホ株式会社 新潟県
フルマラソン一般男子 233 1470 阿部　遼平 ｱﾍﾞ ﾘｮｳﾍｲ  3:54:13 長野市
フルマラソン一般男子 234 986 原　裕二 ﾊﾗ ﾕｳｼﾞ  3:54:16 東京都
フルマラソン一般男子 235 1253 中里　洋 ﾅｶｻﾞﾄ ﾋﾛｼ  3:54:20 神奈川県
フルマラソン一般男子 236 124 西脇　弘 ﾆｼﾜｷ ﾋﾛｼ  3:54:26 たいがーますく 埼玉県
フルマラソン一般男子 237 804 原　洋行 ﾊﾗ ﾋﾛﾕｷ  3:54:32 飯田市
フルマラソン一般男子 238 1550 田村　真二 ﾀﾑﾗ ｼﾝｼﾞ  3:54:36 佐久市
フルマラソン一般男子 239 1305 高山　素 ﾀｶﾔﾏ ﾓﾄｼ  3:54:46 松本市
フルマラソン一般男子 240 1522 山崎　昇太 ﾔﾏｻﾞｷ ｼｮｳﾀ  3:54:52 長野市
フルマラソン一般男子 241 1421 中澤　克明 ﾅｶｻﾞﾜ ｶﾂｱｷ  3:55:21 ひさお会 上田市
フルマラソン一般男子 242 1444 小川　大祐 ｵｶﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ  3:55:26 下諏訪町
フルマラソン一般男子 243 809 中山　拓歩 ﾅｶﾔﾏ ﾀｸﾎ  3:55:33 チーム☆ＳＫＹ 伊那市
フルマラソン一般男子 244 1430 水野　文仁 ﾐｽﾞﾉ ﾌﾐﾋﾄ  3:55:51 岐阜県
フルマラソン一般男子 245 1022 山﨑　拓巳 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｸﾐ  3:55:57 松本市
フルマラソン一般男子 246 834 柿内　慎治 ｶｷｳﾁ ｼﾝｼﾞ  3:56:00 １３普連３中隊 松本市
フルマラソン一般男子 247 1206 加藤　春彦 ｶﾄｳ ﾊﾙﾋｺ  3:56:04 ＴＥＡＭ最高美 愛知県
フルマラソン一般男子 248 1169 杉原　高明 ｽｷﾞﾊﾗ ﾀｶｱｷ  3:56:07 ＢＪＣ 兵庫県
フルマラソン一般男子 249 170 我澤　賢之 ｶﾞｻﾜ ｹﾝｼﾞ  3:56:22 国リハ研究所 埼玉県
フルマラソン一般男子 250 1419 和田　英之 ﾜﾀﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ  3:56:32 千葉県
フルマラソン一般男子 251 830 加藤　卓美 ｶﾄｳ ﾀｸﾐ  3:56:36 全日本ランニング連合 松本市
フルマラソン一般男子 252 841 新開　茂樹 ｼﾝｶｲ ｼｹﾞｷ  3:56:41 東果大阪株式会社 大阪府
フルマラソン一般男子 253 1362 宮野　太郎 ﾐﾔﾉ ﾀﾛｳ  3:56:44 富山県
フルマラソン一般男子 254 1112 大神　正貴 ｵｵｶﾞ ﾏｻﾀｶ  3:56:53 千葉県
フルマラソン一般男子 255 992 北沢　博章 ｷﾀｻﾞﾜ ﾋﾛｱｷ  3:56:58 長野市
フルマラソン一般男子 256 1233 重安　幸祐 ｼｹﾞﾔｽ ｺｳｽｹ  3:57:00 菱三工業 愛知県
フルマラソン一般男子 257 863 小原　寿和 ｵﾊﾞﾙ ﾋﾛﾄ  3:57:07 千葉県
フルマラソン一般男子 258 1111 渡邊　英人 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾃﾞﾄ  3:57:09 神奈川県
フルマラソン一般男子 259 1087 岡田　英樹 ｵｶﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ  3:57:23 八十二銀行 佐久市
フルマラソン一般男子 260 1168 浦上　健司 ｳﾗｶﾞﾐ ｹﾝｼﾞ  3:57:32 神奈川県
フルマラソン一般男子 261 1531 増井　英将 ﾏｽｲ ﾋﾃﾞﾏｻ  3:57:35 愛知県
フルマラソン一般男子 262 914 荻原　哲也 ｵｷﾞﾜﾗ ﾃﾂﾔ  3:57:36 松本市
フルマラソン一般男子 263 1126 千代　幸司 ﾁﾖ ｺｳｼﾞ  3:57:38 コルチナマラソン部 大町市
フルマラソン一般男子 264 1547 鈴木　俊治 ｽｽﾞｷ ﾄｼﾊﾙ  3:57:43 フミ・クリエイション 東京都
フルマラソン一般男子 265 928 永井　政行 ﾅｶﾞｲ ﾏｻﾕｷ  3:57:46 チーム大向 東京都
フルマラソン一般男子 266 1146 勝矢　直樹 ｶﾂﾔ ﾅｵｷ  3:57:57 プルデンシャル 東京都
フルマラソン一般男子 267 1351 梅地　貴行 ﾊﾞｲﾁﾞ ﾀｶﾕｷ  3:58:09 飛騨信用組合 岐阜県
フルマラソン一般男子 268 938 久保田　晃明 ｸﾎﾞﾀ ﾃﾙｱｷ  3:58:19 東松原北 大町市
フルマラソン一般男子 269 114 加藤　誠司 ｶﾄｳ ｾｲｼﾞ  3:58:23 埼玉陸協 埼玉県
フルマラソン一般男子 270 1110 安積　健一 ｱﾂﾞﾐ ｹﾝｲﾁ  3:58:23 チャレンジ部 岐阜県



種目名 種目順位 ｾﾞｯｹﾝ番号 氏名漢字 氏名ｶﾅ 印字タイム 所属ｸﾗﾌﾞ名 県名
フルマラソン一般男子 271 1297 岩月　直之 ｲﾜﾂｷ ﾅｵﾕｷ  3:58:24 ◆◆荒船開発◆◆ 佐久市
フルマラソン一般男子 272 1229 胤森　就 ﾀﾈﾓﾘ ﾅﾙ  3:58:24 長野市
フルマラソン一般男子 273 1527 大崎　修一 ｵｵｻｷ ｼｭｳｲﾁ  3:58:25 信州大学 長野市
フルマラソン一般男子 274 1047 中嶋　経宏 ﾅｶｼﾞﾏ ﾂﾈﾋﾛ  3:58:27 なんちゃ走会 松本市
フルマラソン一般男子 275 1367 佐野　正和 ｻﾉ ﾏｻｶｽﾞ  3:58:31 ムコ人ファミリー 静岡県
フルマラソン一般男子 276 1329 堀内　久行 ﾎﾘｳﾁ ﾋｻﾕｷ  3:58:36 松本市
フルマラソン一般男子 277 1124 藤井　知史 ﾌｼﾞｲ ﾄﾓﾌﾐ  3:58:42 コルチナマラソン部 白馬村
フルマラソン一般男子 278 1309 春原　裕希 ｽﾉﾊﾗ ﾕｳｷ  3:58:54 名古屋大学医スキー部 愛知県
フルマラソン一般男子 279 873 早坂　大紀 ﾊﾔｻｶ ﾀﾞｲｷ  3:58:58 そらちゃん 東京都
フルマラソン一般男子 280 1557 山本　哲也 ﾔﾏﾓﾄ ﾃﾂﾔ  3:59:03 千曲市
フルマラソン一般男子 281 1059 鈴木　慎一 ｽｽﾞｷ ｼﾝｲﾁ  3:59:04 ＤＲＥＳＳ 松本市
フルマラソン一般男子 282 1227 川上　文広 ｶﾜｶﾐ ﾌﾐﾋﾛ  3:59:08 ＥＦＦＥＣＴ 上田市
フルマラソン一般男子 283 1510 山下　和宏 ﾔﾏｼﾀ ｶｽﾞﾋﾛ  3:59:22 日邦バルブ 安曇野市
フルマラソン一般男子 284 1324 平山　大海 ﾋﾗﾔﾏ ﾀｲｶ  3:59:43 ウエルシア 埼玉県
フルマラソン一般男子 285 1621 八木　徹雄 ﾔｷﾞ ﾃﾂｵ  3:59:59 東京都
フルマラソン一般男子 286 1159 井戸　義明 ｲﾄﾞ ﾖｼｱｷ  3:59:59 ＴＳＴ 千葉県
フルマラソン一般男子 287 968 大石　圭介 ｵｵｲｼ ｹｲｽｹ  4:00:10 東京都
フルマラソン一般男子 288 1443 徳永　健一 ﾄｸﾅｶﾞ ｹﾝｲﾁ  4:00:18 千曲市
フルマラソン一般男子 289 1241 大関　純史 ｵｵｾﾞｷ ｼﾞｭﾝｼﾞ  4:00:19 膝がバルス 神奈川県
フルマラソン一般男子 290 1198 高山　智成 ﾀｶﾔﾏ ﾄﾓﾅﾘ  4:00:24 安曇野市
フルマラソン一般男子 291 1015 逸見　修二 ﾍﾝﾐ ｼｭｳｼﾞ  4:00:25 京都府
フルマラソン一般男子 292 926 片岡　和久 ｶﾀｵｶ ｶｽﾞﾋｻ  4:00:47 京王エージェンシー 千葉県
フルマラソン一般男子 293 918 米沢　考司 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾀｶｼ  4:01:10 日通工 中野市
フルマラソン一般男子 294 1133 吉川　知明 ﾖｼｶﾜ ﾄﾓｱｷ  4:01:15 グリーングラス 白馬村
フルマラソン一般男子 295 1442 阿部　健二 ｱﾍﾞ ｹﾝｼﾞ  4:01:15 神奈川県
フルマラソン一般男子 296 978 坂本　剛 ｻｶﾓﾄ ﾀｹｼ  4:02:11 東京都
フルマラソン一般男子 297 910 宮澤　剛史 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾀｹｼ  4:02:14 松本市
フルマラソン一般男子 298 927 小嶋　徳仁 ｺｼﾞﾏ ﾉﾘﾋﾄ  4:02:27 焼肉越後屋新潟上越 塩尻市
フルマラソン一般男子 299 1044 北山　洋 ｷﾀﾔﾏ ﾋﾛｼ  4:02:32 長野工業株式会社 長野市
フルマラソン一般男子 300 1224 宮島　潤一 ﾐﾔｼﾞﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ  4:02:38 長野市
フルマラソン一般男子 301 1474 丸山　貴博 ﾏﾙﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ  4:03:25 シルクロード 愛知県
フルマラソン一般男子 302 1300 倉橋　慶成 ｸﾗﾊｼ ﾖｼﾅﾙ  4:04:17 松本市
フルマラソン一般男子 303 1559 中沢　政彦 ﾅｶｻﾞﾜ ﾏｻﾋｺ  4:04:34 松本市
フルマラソン一般男子 304 138 白崎　涼介 ｼﾗｻｷ ﾘｮｳｽｹ  4:04:43 日本化薬 東京都
フルマラソン一般男子 305 1612 永吉　司 ﾅｶﾞﾖｼ ﾂｶｻ  4:05:01 東京都
フルマラソン一般男子 306 847 竹野　晋平 ﾀｹﾉ ｼﾝﾍﾟｲ  4:05:50 星野リゾート 大町市
フルマラソン一般男子 307 1603 植松　純 ｳｴﾏﾂ ｼﾞｭﾝ  4:06:10 クリオン 愛知県
フルマラソン一般男子 308 1071 中島　良久 ﾅｶｼﾞﾏ ﾖｼﾋｻ  4:06:25 長野市
フルマラソン一般男子 309 1576 山根　広章 ﾔﾏﾈ ﾋﾛｱｷ  4:06:27 千葉県
フルマラソン一般男子 310 1160 石川　悠雄 ｲｼｶﾜ ﾕｳﾕｳ  4:07:17 愛知県
フルマラソン一般男子 311 949 吉川　裕太 ﾖｼｶﾜ ﾕｳﾀ  4:07:18 中部電力 岐阜県
フルマラソン一般男子 312 1131 征矢　晃和 ｿﾔ ｱｷｶｽﾞ  4:07:24 木曽屋商店 阿智村
フルマラソン一般男子 313 1027 吉川　直輝 ﾖｼｶﾜ ﾅｵｷ  4:07:56 ジェイアール東海 岐阜県
フルマラソン一般男子 314 1289 麻谷　淳 ｱｻﾀﾆ ｼﾞｭﾝ  4:07:58 岡山県
フルマラソン一般男子 315 1046 花岡　良信 ﾊﾅｵｶ ﾖｼﾉﾌﾞ  4:08:06 長野市
フルマラソン一般男子 316 1189 小山　正 ｺﾔﾏ ﾀﾀﾞｼ  4:08:07 ｎｂｍａ 長野市
フルマラソン一般男子 317 1347 浜坂　徹 ﾊﾏｻｶ ﾄｵﾙ  4:08:36 埼玉県
フルマラソン一般男子 318 1201 町田　基宏 ﾏﾁﾀﾞ ﾓﾄﾋﾛ  4:08:37 東京都
フルマラソン一般男子 319 1595 宮本　博 ﾐﾔﾓﾄ ﾋﾛｼ  4:09:05 平林営業所 長野市
フルマラソン一般男子 320 1608 伊藤　幹彦 ｲﾄｳ ﾓﾄﾋｺ  4:09:08 塩尻市
フルマラソン一般男子 321 1262 吉原　傑 ﾖｼﾊﾗ ｽｸﾞﾙ  4:09:29 中野市
フルマラソン一般男子 322 1424 北村　拓基 ｷﾀﾑﾗ ﾋﾛｷ  4:09:54 パジェロ陸上班 岐阜県
フルマラソン一般男子 323 127 定岡　博之 ｻﾀﾞｵｶ ﾋﾛﾕｷ  4:10:21 ハートデンタル 埼玉県
フルマラソン一般男子 324 964 塚田　幸範 ﾂｶﾀﾞ ﾕｷﾉﾘ  4:10:49 長野トヨタ自動車 長野市
フルマラソン一般男子 325 892 金子　政夫 ｶﾈｺ ﾏｻｵ  4:10:52 ＡＷＣ２ 長野市
フルマラソン一般男子 326 999 上原　高俊 ｳｴﾊﾗ ﾀｶﾄｼ  4:11:03 アインＡＣ 諏訪市
フルマラソン一般男子 327 976 河野　俊之 ｺｳﾉ ﾄｼﾕｷ  4:11:09 愛知県
フルマラソン一般男子 328 1501 蒲沼　慎一郎 ｶﾏﾇﾏ ｼﾝｲﾁﾛｳ  4:12:05 塩尻市
フルマラソン一般男子 329 1184 早川　直登 ﾊﾔｶﾜ ﾅｵﾄ  4:12:24 岐阜県
フルマラソン一般男子 330 819 小久保　誠 ｺｸﾎﾞ ﾏｺﾄ  4:12:36 東京都
フルマラソン一般男子 331 1454 工藤　大介 ｸﾄﾞｳ ﾀﾞｲｽｹ  4:12:38 チームＫ 群馬県
フルマラソン一般男子 332 913 佐々木　一弘 ｻｻｷ ｶｽﾞﾋﾛ  4:12:55 岐阜県
フルマラソン一般男子 333 860 高嶋　健次郎 ﾀｶｼﾏ ｹﾝｼﾞﾛｳ  4:12:58 Ｊ－ＧＡＴＥ．ＮＥＴ 山梨県
フルマラソン一般男子 334 1591 福元　正樹 ﾌｸﾓﾄ ﾏｻｷ  4:13:21 岐阜県
フルマラソン一般男子 335 1461 江口　裕也 ｴｸﾞﾁ ﾕｳﾔ  4:13:27 愛知県
フルマラソン一般男子 336 1086 藤中　智徳 ﾌｼﾞﾅｶ ﾄﾓﾉﾘ  4:13:40 ＤＥＮＳＯ 愛知県
フルマラソン一般男子 337 1077 江口　総一郎 ｴｸﾞﾁ ｿｳｲﾁﾛｳ  4:13:53 航空自衛隊 岐阜県
フルマラソン一般男子 338 1145 市川　大輔 ｲﾁｶﾜ ﾀﾞｲｽｹ  4:14:10 東京都
フルマラソン一般男子 339 1179 松本　裕則 ﾏﾂﾓﾄ ﾔｽﾉﾘ  4:14:12 京都府
フルマラソン一般男子 340 1117 大野　伸浩 ｵｵﾉ ﾉﾌﾞﾋﾛ  4:14:19 石川県
フルマラソン一般男子 341 118 千野　俊二 ﾁﾉ ｼｭﾝｼﾞ  4:14:37 長野市
フルマラソン一般男子 342 906 荒木　一将 ｱﾗｷ ｶｽﾞﾏｻ  4:14:38 大高ＣＲＳ 愛知県
フルマラソン一般男子 343 172 中島　隆久 ﾅｶｼﾏ ﾀｶﾋｻ  4:14:39 マルエイ石油、ガス 岐阜県
フルマラソン一般男子 344 1563 田中　茂 ﾀﾅｶ ｼｹﾞﾙ  4:14:41 長野市
フルマラソン一般男子 345 987 横内　洋良 ﾖｺｳﾁ ﾋﾛﾅｵ  4:14:43 埼玉県
フルマラソン一般男子 346 157 小島　大 ｺｼﾞﾏ ﾀﾞｲ  4:14:45 川北走友会 東京都
フルマラソン一般男子 347 1425 岩本　禎徳 ｲﾜﾓﾄ ﾖｼﾉﾘ  4:14:57 京都府
フルマラソン一般男子 348 940 宮野尾　隆光 ﾐﾔﾉｵ ﾀｶﾐﾂ  4:15:01 伊那市
フルマラソン一般男子 349 883 宮尾　智也 ﾐﾔｵ ﾄﾓﾔ  4:15:07 須坂市
フルマラソン一般男子 350 1514 鈴木　大貴 ｽｽﾞｷ ﾀﾞｲｷ  4:15:13 信州大学 長野市
フルマラソン一般男子 351 1037 森田　直英 ﾓﾘﾀ ﾅｵﾋﾃﾞ  4:15:20 ｋｉｒａｋｕ 安曇野市
フルマラソン一般男子 352 1075 角　三十五 ｶﾄﾞ ﾐｿｺﾞ  4:15:23 神奈川県
フルマラソン一般男子 353 1467 倉本　博昭 ｸﾗﾓﾄ ﾋﾛｱｷ  4:15:26 木曽町
フルマラソン一般男子 354 1082 安土　瑛朗 ｱﾝﾂﾞﾁ ｴｲﾛｳ  4:15:28 東京都
フルマラソン一般男子 355 1212 清水　真臣 ｼﾐｽﾞ ﾏｻｵﾐ  4:15:40 坂城町
フルマラソン一般男子 356 1554 塩原　秀峰 ｼｵﾊﾗ ﾋﾃﾞﾐﾈ  4:16:00 ２０年ぶり 伊那市
フルマラソン一般男子 357 924 岡田　謙次 ｵｶﾀﾞ ｹﾝｼﾞ  4:16:08 愛知県
フルマラソン一般男子 358 1343 前畑　昂洋 ﾏｴﾊﾀ ﾀｶﾋﾛ  4:16:38 名古屋大学医スキー部 愛知県
フルマラソン一般男子 359 1445 野口　和人 ﾉｸﾞﾁ ｶｽﾞﾋﾄ  4:16:51 ライフ２ 筑北村
フルマラソン一般男子 360 831 青山　隆志 ｱｵﾔﾏ ﾀｶｼ  4:16:59 ＴＥＡＭ南木曽 南木曽町
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フルマラソン一般男子 361 1155 有吉　京 ｱﾘﾖｼ ｹｲ  4:17:27 愛知県
フルマラソン一般男子 362 1012 岩田　敏秀 ｲﾜﾀ ﾄｼﾋﾃﾞ  4:17:48 千葉県
フルマラソン一般男子 363 1118 佐藤　博亮 ｻﾄｳ ﾋﾛｱｷ  4:18:07 松本市
フルマラソン一般男子 364 1222 青堀　力 ｱｵﾎﾘ ﾁｶﾗ  4:18:23 奥白馬高原開発 白馬村
フルマラソン一般男子 365 1376 丸山　拓也 ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸﾔ  4:18:27 上條器械店 長野市
フルマラソン一般男子 366 1456 田崎　章浩 ﾀｻｷ ｱｷﾋﾛ  4:18:44 信州大学 長野市
フルマラソン一般男子 367 1513 津田　大資 ﾂﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ  4:18:52 埼玉県
フルマラソン一般男子 368 1034 福澤　洋 ﾌｸｻﾞﾜ ﾋﾛｼ  4:18:55 安曇野市
フルマラソン一般男子 369 1545 登坂　聡介 ﾄｻｶ ｿｳｽｹ  4:19:12 神奈川県
フルマラソン一般男子 370 872 村田　記久 ﾑﾗﾀ ﾉﾘﾋｻ  4:19:30 走・はっぴい 奈良県
フルマラソン一般男子 371 1200 宇佐見　竜平 ｳｻﾐ ﾘｭｳﾍｲ  4:19:31 神奈川県
フルマラソン一般男子 372 1468 松尾　大輔 ﾏﾂｵ ﾀﾞｲｽｹ  4:19:33 安曇野市
フルマラソン一般男子 373 959 吉原　隆文 ﾖｼﾊﾗ ﾀｶﾌﾐ  4:19:55 岐阜県
フルマラソン一般男子 374 1331 高田　周平 ﾀｶﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ  4:20:01 阿南病院 安曇野市
フルマラソン一般男子 375 803 宇井　知樹 ｳｲ ﾄﾓｷ  4:20:07 大町市
フルマラソン一般男子 376 981 渋谷　哲夫 ｼﾌﾞﾔ ﾃﾂｵ  4:20:18 埼玉県
フルマラソン一般男子 377 935 天沼　功 ｱﾏﾇﾏ ｲｻｵ  4:20:28 松本市
フルマラソン一般男子 378 1009 清水　幸浩 ｼﾐｽﾞ ﾕｷﾋﾛ  4:20:56 箕輪町
フルマラソン一般男子 379 1618 渡辺　庸介 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｳｽｹ  4:21:04 松本市
フルマラソン一般男子 380 1450 平川　達也 ﾋﾗｶﾜ ﾀﾂﾔ  4:21:11 愛知県
フルマラソン一般男子 381 1306 上原　大輔 ｳｴﾊﾗ ﾀﾞｲｽｹ  4:21:26 コシナ 中野市
フルマラソン一般男子 382 866 金井　慎也 ｶﾅｲ ｼﾝﾔ  4:21:32 医療法人　二階堂医院 上田市
フルマラソン一般男子 383 1138 松澤　秀徳 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾋﾃﾞﾉﾘ  4:21:43 橋本昌之ＲＣ 大町市
フルマラソン一般男子 384 1600 山岸　正人 ﾔﾏｷﾞｼ ﾏｻﾄ  4:21:45 長野市
フルマラソン一般男子 385 1278 阿部　伸行 ｱﾍﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ  4:21:58 バカナリアンズ 千葉県
フルマラソン一般男子 386 984 丸山　裕司 ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾛｼ  4:21:59 長野市
フルマラソン一般男子 387 1030 西祖　賢治 ｾｲｿ ｹﾝｼﾞ  4:22:16 東京都
フルマラソン一般男子 388 1190 中野　裕嗣 ﾅｶﾉ ﾋﾛﾂｸﾞ  4:22:30 小諸市
フルマラソン一般男子 389 1340 社本　賢昭 ｼｬﾓﾄ ﾀｶｱｷ  4:22:40 名古屋大学医スキー部 愛知県
フルマラソン一般男子 390 1535 鈴木　芳幸 ｽｽﾞｷ ﾖｼﾕｷ  4:22:50 富士電機ぷるるん 松本市
フルマラソン一般男子 391 1101 加藤　一典 ｶﾄｳ ｶｽﾞﾉﾘ  4:23:29 チーム西中 新潟県
フルマラソン一般男子 392 135 高野　雄市 ﾀｶﾉ ﾕｳｲﾁ  4:23:30 東京都
フルマラソン一般男子 393 955 岩谷　豊 ｲﾜﾔ ﾕﾀｶ  4:23:36 上田市
フルマラソン一般男子 394 1502 水谷　宏志 ﾐｽﾞﾀﾆ ﾋﾛｼ  4:23:47 愛知県
フルマラソン一般男子 395 1318 山口　貴 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｶｼ  4:24:03 東京都
フルマラソン一般男子 396 1320 佐賀　祐二 ｻｶﾞ ﾕｳｼﾞ  4:24:04 大塚製薬工場 東京都
フルマラソン一般男子 397 989 高石　陽介 ﾀｶｲｼ ﾖｳｽｹ  4:24:04 ＴＲＣ 千葉県
フルマラソン一般男子 398 990 工藤　佑太 ｸﾄﾞｳ ﾕｳﾀ  4:24:05 ＴＲＣ 東京都
フルマラソン一般男子 399 1615 関　洋平 ｾｷ ﾖｳﾍｲ  4:24:06 ぼんじ里ＡＣ 神奈川県
フルマラソン一般男子 400 838 塩原　芳夫 ｼｵﾊﾗ ﾖｼｵ  4:24:20 １３普連３中隊 松本市
フルマラソン一般男子 401 1491 原田　直弘 ﾊﾗﾀﾞ ﾅｵﾋﾛ  4:24:35 長野市
フルマラソン一般男子 402 1040 地野　晃司 ﾁﾉ ｺｳｼﾞ  4:24:40 長野吉田工業 佐久市
フルマラソン一般男子 403 1287 甘利　拓也 ｱﾏﾘ ﾀｸﾔ  4:24:40 ｋｉｒａｋｕ 大町市
フルマラソン一般男子 404 930 嶋倉　健雄 ｼﾏｸﾗ ﾀｹｵ  4:25:08 タカノ株式会社 伊那市
フルマラソン一般男子 405 1452 羽田　浩司 ﾊﾀﾞ ｺｳｼﾞ  4:25:22 愛知県
フルマラソン一般男子 406 1056 中村　英昌 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾃﾞﾏｻ  4:25:30 下諏訪町
フルマラソン一般男子 407 1573 宮澤　幸信 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｷﾉﾌﾞ  4:25:34 長野市役所チームＭ 長野市
フルマラソン一般男子 408 1426 天津　雄一郎 ｱﾏﾂ ﾕｳｲﾁﾛｳ  4:25:46 陸桃会 岡山県
フルマラソン一般男子 409 1544 成田　晃久 ﾅﾘﾀ ｱｷﾋｻ  4:25:57 ＳＪＮＫ 愛知県
フルマラソン一般男子 410 934 竹内　誉剛 ﾀｹｳﾁ ｼｹﾞﾀｶ  4:26:11 ひさえちゃん 愛知県
フルマラソン一般男子 411 1290 下里　豪 ｼﾓｻﾄ ﾂﾖｼ  4:26:48 ヒザバルス 安曇野市
フルマラソン一般男子 412 1050 川嶋　一暢 ｶﾜｼﾏ ｶｽﾞﾉﾌﾞ  4:26:49 池田町
フルマラソン一般男子 413 1192 細井　英幸 ﾎｿｲ ﾋﾃﾞﾕｷ  4:26:52 岐阜県
フルマラソン一般男子 414 893 丸山　学 ﾏﾙﾔﾏ ﾏﾅﾌﾞ  4:26:54 八十二銀行 長野市
フルマラソン一般男子 415 1509 金子　裕一 ｶﾈｺ ﾕｳｲﾁ  4:27:08 群馬県
フルマラソン一般男子 416 1438 小林　将巳 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾐ  4:27:09 ＮＳＫ走友会 中野市
フルマラソン一般男子 417 1630 小篭　良弘 ｺｶｺﾞ ﾖｼﾋﾛ  4:27:25 富津総合サービス 千葉県
フルマラソン一般男子 418 1399 小野澤　智之 ｵﾉｻﾞﾜ ﾄﾓﾕｷ  4:27:35 塩尻市
フルマラソン一般男子 419 1193 植原　康典 ｳｴﾊﾗ ﾔｽﾉﾘ  4:27:45 安曇野市
フルマラソン一般男子 420 1336 中村　将範 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾉﾘ  4:28:07 自称一般人 神奈川県
フルマラソン一般男子 421 1473 利根川　仁 ﾄﾈｶﾞﾜ ｼﾞﾝ  4:28:15 東京都
フルマラソン一般男子 422 1213 滝澤　直之 ﾀｷｻﾞﾜ ﾅｵﾕｷ  4:28:40 須坂市
フルマラソン一般男子 423 852 植松　大輔 ｳｴﾏﾂ ﾀﾞｲｽｹ  4:28:42 大阪府
フルマラソン一般男子 424 1586 衣笠　竜也 ｷﾇｶﾞｻ ﾀﾂﾔ  4:28:56 神奈川県
フルマラソン一般男子 425 1105 高橋　良彰 ﾀｶﾊｼ ﾖｼｱｷ  4:29:03 松本市
フルマラソン一般男子 426 969 渡辺　聡 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾄｼ  4:29:09 幸太郎軍団 信濃町
フルマラソン一般男子 427 822 飯島　博 ｲｲｼﾞﾏ ﾋﾛｼ  4:29:10 ナカツタヤＲＣ 松本市
フルマラソン一般男子 428 850 丸山　悦男 ﾏﾙﾔﾏ ｴﾂｵ  4:29:36 丸山化成 塩尻市
フルマラソン一般男子 429 1202 河村　佳彦 ｶﾜﾑﾗ ﾖｼﾋｺ  4:29:46 東京都
フルマラソン一般男子 430 1261 松田　勉 ﾏﾂﾀﾞ ﾂﾄﾑ  4:30:37 チームムラピ 神奈川県
フルマラソン一般男子 431 1194 松澤　修二 ﾏﾂｻﾞﾜ ｼｭｳｼﾞ  4:30:46 がおりんず 愛知県
フルマラソン一般男子 432 1341 向井　雄一 ﾑｶｲ ﾕｳｲﾁ  4:30:51 松本市
フルマラソン一般男子 433 1394 新井　和也 ｱﾗｲ ｶｽﾞﾔ  4:31:03 （株）電算 長野市
フルマラソン一般男子 434 1598 杉浦　知悟 ｽｷﾞｳﾗ ﾄﾓﾉﾘ  4:31:04 岐阜県
フルマラソン一般男子 435 1245 茅野　智裕 ﾁﾉ ﾄﾓﾋﾛ  4:31:17 クラリアント 静岡県
フルマラソン一般男子 436 1236 斉藤　晶 ｻｲﾄｳ ｱｷﾗ  4:31:18 川北走友会 東京都
フルマラソン一般男子 437 1166 浅海　雅也 ｱｻｳﾐ ﾏｻﾔ  4:31:45 てっせい 東京都
フルマラソン一般男子 438 1165 名塚　勇介 ﾅｽﾞｶ ﾕｳｽｹ  4:31:45 てっせい 千葉県
フルマラソン一般男子 439 1567 三沢　正樹 ﾐｻﾜ ﾏｻｷ  4:31:46 松本市
フルマラソン一般男子 440 1488 丸山　武倫 ﾏﾙﾔﾏ ﾀｹﾐﾁ  4:31:49 安曇野市役所 安曇野市
フルマラソン一般男子 441 1389 伊部　史浩 ｲﾍﾞ ﾌﾐﾋﾛ  4:32:36 松岡病院 松本市
フルマラソン一般男子 442 1577 宗近　栄治 ﾑﾈﾁｶ ｴｲｼﾞ  4:32:47 旭サナック 愛知県
フルマラソン一般男子 443 1365 河住　哲也 ｶﾜｽﾐ ﾃﾂﾔ  4:32:51 松本市
フルマラソン一般男子 444 1295 丸山　真典 ﾏﾙﾔﾏ ﾏｻﾉﾘ  4:32:56 埼玉県
フルマラソン一般男子 445 1308 稲垣　孝治 ｲﾅｶﾞｷ ｺｳｼﾞ  4:33:05 愛知県
フルマラソン一般男子 446 1611 岩本　直也 ｲﾜﾓﾄ ﾅｵﾔ  4:33:11 石川県
フルマラソン一般男子 447 1411 坂本　直志 ｻｶﾓﾄ ﾀﾀﾞｼ  4:33:14 チームえんご 松本市
フルマラソン一般男子 448 1599 坂井　陽文 ｻｶｲ ｷﾖﾌﾐ  4:33:33 安曇野市
フルマラソン一般男子 449 1350 百瀬　陽敏 ﾓﾓｾ ﾊﾙﾄｼ  4:33:41 チームエンデバー 松本市
フルマラソン一般男子 450 1583 関口　功 ｾｷｸﾞﾁ ｲｻｵ  4:34:10 富士電機松本 安曇野市
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フルマラソン一般男子 451 1338 畔上　豊彦 ｱｾﾞｶﾞﾐ ﾄﾖﾋｺ  4:34:15 神奈川県
フルマラソン一般男子 452 1199 依田　賢尋 ﾖﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ  4:34:28 宮原酸素（株） 長野市
フルマラソン一般男子 453 1039 田尻　秀一 ﾀｼﾞﾘ ﾋﾃﾞｶｽﾞ  4:34:36 信州トレマン 長野市
フルマラソン一般男子 454 1342 榊原　直哉 ｻｶｷﾊﾞﾗ ﾅｵﾔ  4:34:36 上田市
フルマラソン一般男子 455 862 大西　賢一 ｵｵﾆｼ ｹﾝｲﾁ  4:34:46 神奈川県
フルマラソン一般男子 456 1205 土山　浩平 ﾄﾞﾔﾏ ｺｳﾍｲ  4:34:56 富山県
フルマラソン一般男子 457 1204 園田　昌史 ｿﾉﾀﾞ ﾏｻｼ  4:35:28 神奈川県
フルマラソン一般男子 458 1035 戸田　貴文 ﾄﾀﾞ ﾀｶﾌﾐ  4:35:57 美咲成和 群馬県
フルマラソン一般男子 459 1291 江村　光年 ｴﾑﾗ ﾐﾂﾄｼ  4:36:08 本久 長野市
フルマラソン一般男子 460 937 やまぐち　しげる ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｹﾞﾙ  4:36:14 東京都
フルマラソン一般男子 461 859 岡本　智 ｵｶﾓﾄ ｻﾄｼ  4:36:29 東京都
フルマラソン一般男子 462 1624 仲田　正徳 ﾅｶﾀﾞ ﾏｻﾉﾘ  4:36:53 ＮＤＫ 豊丘村
フルマラソン一般男子 463 1460 入浜　洋輔 ｲﾘﾊﾏ ﾖｳｽｹ  4:37:16 愛知県
フルマラソン一般男子 464 1403 保利　周司 ﾎﾘ ｼｭｳｼﾞ  4:37:38 大阪府
フルマラソン一般男子 465 1109 大澤　健太郎 ｵｵｻﾜ ｹﾝﾀﾛｳ  4:37:56 健脚会 愛知県
フルマラソン一般男子 466 1349 北川　崇 ｷﾀｶﾞﾜ ﾀｶｼ  4:37:59 名古屋大学医スキー部 愛知県
フルマラソン一般男子 467 971 山田　基幸 ﾔﾏﾀﾞ ﾓﾄﾕｷ  4:38:13 長野市
フルマラソン一般男子 468 923 入山　太郎 ｲﾘﾔﾏ ﾀﾛｳ  4:38:32 ＮＡＨＡ友の会 愛知県
フルマラソン一般男子 469 1462 山本　裕幸 ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾕｷ  4:38:34 志賀高原索道協会 山ノ内町
フルマラソン一般男子 470 1307 石塚　伸一 ｲｼﾂﾞｶ ｼﾝｲﾁ  4:38:49 大輪自動車ＡＣ 茨城県
フルマラソン一般男子 471 155 長谷部　英男 ﾊｾﾍﾞ ﾋﾃﾞｵ  4:38:54 東京都
フルマラソン一般男子 472 1207 大原　雅人 ｵｵﾊﾗ ﾏｻﾄ  4:39:03 白馬村
フルマラソン一般男子 473 1549 川合　一禎 ｶﾜｲ ｶｽﾞﾖｼ  4:39:28 三重県
フルマラソン一般男子 474 1167 嶋田　直喜 ｼﾏﾀﾞ ﾅｵｷ  4:39:31 安曇野市
フルマラソン一般男子 475 1158 龍堀　伸一 ﾀﾂﾎﾞﾘ ｼﾝｲﾁ  4:39:31 長野県信用組合 長野市
フルマラソン一般男子 476 1223 三村　英吾 ﾐﾑﾗ ｴｲｺﾞ  4:39:52 塩尻市
フルマラソン一般男子 477 812 瀬戸口　寅 ｾﾄｸﾞﾁ ﾂﾄﾑ  4:40:05 大町市
フルマラソン一般男子 478 1561 大吉　功一 ｵｵﾖｼ ｺｳｲﾁ  4:40:12 静岡県
フルマラソン一般男子 479 1435 石原　和彦 ｲｼﾊﾗ ｶｽﾞﾋｺ  4:40:47 ＴＴＤＣスノスポ 愛知県
フルマラソン一般男子 480 1530 和泉　洋紹 ｲｽﾞﾐ ﾋﾛｱｷ  4:41:04 新潟県
フルマラソン一般男子 481 1574 宮沢　繁美 ﾐﾔｻﾞﾜ ｼｹﾞﾐ  4:41:15 松本市
フルマラソン一般男子 482 1368 宮澤　賢史 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾔｽﾋﾄ  4:41:22 松本市
フルマラソン一般男子 483 806 佐藤　貴尚 ｻﾄｳ ﾀｶﾅｵ  4:42:03 ウイルトン 千葉県
フルマラソン一般男子 484 1225 熊原　良浩 ｸﾏﾊﾗ ﾖｼﾋﾛ  4:42:11 ＮＢＭＡ 長野市
フルマラソン一般男子 485 1068 長坂　秀也 ﾅｶﾞｻｶ ﾋﾃﾞﾔ  4:42:12 伊那市
フルマラソン一般男子 486 1498 石坂　謙児 ｲｼｻｶ ｹﾝｼﾞ  4:42:20 兵庫県
フルマラソン一般男子 487 109 藤原　裕希 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳｷ  4:42:30 松本市陸協 松本市
フルマラソン一般男子 488 839 上林　肇 ｶﾝﾊﾞﾔｼ ﾊｼﾞﾒ  4:42:51 東京都
フルマラソン一般男子 489 840 氏家　太郎 ｳｼﾞｹ ﾀﾛｳ  4:42:52 東京都
フルマラソン一般男子 490 1221 駒崎　敏成 ｺﾏｻﾞｷ ﾄｼﾅﾘ  4:43:07 埼玉県
フルマラソン一般男子 491 1066 遠藤　好裕 ｴﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾋﾛ  4:43:15 東京都
フルマラソン一般男子 492 1252 瓜田　光宏 ｳﾘﾀ ﾐﾂﾋﾛ  4:43:30 瓜田家 岐阜県
フルマラソン一般男子 493 1195 福恵　努 ﾌｸｴ ﾂﾄﾑ  4:43:34 塩尻市
フルマラソン一般男子 494 1537 高橋　淳史 ﾀｶﾊｼ ｱﾂｼ  4:43:42 神奈川県
フルマラソン一般男子 495 1210 内山　卓秋 ｳﾁﾔﾏ ﾀｶｱｷ  4:43:48 ちーむおーぱ 新潟県
フルマラソン一般男子 496 855 小笠原　博之 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾋﾛｼ  4:43:48 コトブキ 松本市
フルマラソン一般男子 497 1360 丹羽　正和 ﾆﾜ ﾏｻｶｽﾞ  4:44:05 愛知県
フルマラソン一般男子 498 828 中村　宅雄 ﾅｶﾑﾗ ﾀｸｵ  4:44:18 塩尻市
フルマラソン一般男子 499 1395 松宮　知朗 ﾏﾂﾐﾔ ﾄﾓｱｷ  4:44:21 兵庫県
フルマラソン一般男子 500 869 山口　哲也 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾃﾂﾔ  4:44:23 愛知県
フルマラソン一般男子 501 1492 山口　幹晴 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾐｷﾊﾙ  4:44:29 山ちゃん 愛知県
フルマラソン一般男子 502 876 高野　哲浩 ﾀｶﾉ ﾃﾂﾋﾛ  4:44:35 司法書士 飯綱町
フルマラソン一般男子 503 1533 塩原　良明 ｼｵﾊﾗ ﾖｼｱｷ  4:44:42 安曇野市役所 安曇野市
フルマラソン一般男子 504 1269 三浦　了 ﾐｳﾗ ｻﾄﾙ  4:44:55 ランジョグ 神奈川県
フルマラソン一般男子 505 1609 吉田　稔 ﾖｼﾀﾞ ﾐﾉﾙ  4:45:06 岐阜県
フルマラソン一般男子 506 154 藤田　憲司 ﾌｼﾞﾀ ｹﾝｼﾞ  4:45:31 愛知県
フルマラソン一般男子 507 1363 和田　周平 ﾜﾀﾞ ｼｭｳﾍｲ  4:45:59 名古屋大学医スキー部 愛知県
フルマラソン一般男子 508 1197 白井　淳一 ｼﾗｲ ｼﾞｭﾝｲﾁ  4:46:10 武蔵精密工業 愛知県
フルマラソン一般男子 509 1120 栗林　誉 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾎﾏﾚ  4:46:20 辰野町
フルマラソン一般男子 510 1428 松浦　孝亮 ﾏﾂｳﾗ ｺｳｽｹ  4:46:25 京都府
フルマラソン一般男子 511 805 角田　良信 ﾂﾉﾀﾞ ﾖｼﾉﾌﾞ  4:46:28 ビール飲み隊 群馬県
フルマラソン一般男子 512 1431 鈴木　暢浩 ｽｽﾞｷ ﾉﾌﾞﾋﾛ  4:46:37 愛知県
フルマラソン一般男子 513 1415 田中　聡 ﾀﾅｶ ｻﾄｼ  4:46:42 古河市役所 茨城県
フルマラソン一般男子 514 1564 豊田　政雄 ﾄﾖﾀﾞ ﾏｻｵ  4:46:43 ＣＣＡ 安曇野市
フルマラソン一般男子 515 1286 橋本　孝博 ﾊｼﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ  4:46:49 愛知県
フルマラソン一般男子 516 1382 奥村　育大 ｵｸﾑﾗ ﾔｽﾋﾛ  4:46:55 長野市
フルマラソン一般男子 517 1392 山田　康彦 ﾔﾏﾀﾞ ﾔｽﾋｺ  4:47:00 東京都
フルマラソン一般男子 518 1137 齋藤　朗 ｻｲﾄｳ ｱｷﾗ  4:47:02 東京都
フルマラソン一般男子 519 1265 武智　裕介 ﾀｹﾁ ﾕｳｽｹ  4:47:06 大阪府
フルマラソン一般男子 520 1001 吉沢　雄 ﾖｼｻﾞﾜ ﾂﾖｼ  4:47:18 サンピア 佐久市
フルマラソン一般男子 521 1388 木村　知広 ｷﾑﾗ ﾄﾓﾋﾛ  4:47:21 千葉県
フルマラソン一般男子 522 1629 新沢　武雄 ｱﾗｻﾜ ﾀｹｵ  4:47:35 大町市
フルマラソン一般男子 523 895 春日　規明 ｶｽｶﾞ ﾉﾘｱｷ  4:47:41 上田市
フルマラソン一般男子 524 1458 森山　理功 ﾓﾘﾔﾏ ﾏｻﾉﾘ  4:48:06 小谷村
フルマラソン一般男子 525 1007 佐藤　英雄 ｻﾄｳ ﾋﾃﾞｵ  4:48:17 東京都
フルマラソン一般男子 526 1014 竹内　直人 ﾀｹｳﾁ ﾅｵﾄ  4:48:23 （有）信濃教販 松本市
フルマラソン一般男子 527 161 日下　健一 ｸｻｶ ｹﾝｲﾁ  4:48:34 東京都
フルマラソン一般男子 528 1398 内海　弘平 ｳﾂﾐ ｺｳﾍｲ  4:48:50 白馬村ＲＣ 白馬村
フルマラソン一般男子 529 1451 吉川　伸二 ﾖｼｶﾜ ｼﾝｼﾞ  4:49:16 千曲市
フルマラソン一般男子 530 1054 高井　直史 ﾀｶｲ ﾅｵﾌﾐ  4:49:26 伊那市
フルマラソン一般男子 531 1584 小口　洋司 ｵｸﾞﾁ ﾖｳｼﾞ  4:49:53 岡谷市
フルマラソン一般男子 532 1570 中原　勉 ﾅｶﾊﾗ ﾂﾄﾑ  4:50:14 松本市
フルマラソン一般男子 533 1627 中野　翔 ﾅｶﾉ ｼｮｳ  4:50:37 松竹衣裳 東京都
フルマラソン一般男子 534 1025 東方　壮男 ﾋｶﾞｼｶﾀ ﾀｹｵ  4:50:51 松本市
フルマラソン一般男子 535 815 小山　雅也 ｺﾔﾏ ﾏｻﾅﾘ  4:50:54 大町市
フルマラソン一般男子 536 1585 國島　慎矢 ｸﾆｼﾏ ｼﾝﾔ  4:51:45 豊田自動織機 愛知県
フルマラソン一般男子 537 1285 賀來　健 ｶｸ ﾀｹｼ  4:51:45 大須笑店街２１ 愛知県
フルマラソン一般男子 538 1298 松浦　俊介 ﾏﾂｳﾗ ｼｭﾝｽｹ  4:51:49 ＥＦＦＥＣＴ 上田市
フルマラソン一般男子 539 882 町田　時紀 ﾏﾁﾀﾞ ﾄｷﾉﾘ  4:51:50 中野市
フルマラソン一般男子 540 1273 高橋　哲 ﾀｶﾊｼ ｻﾄｼ  4:52:06 長野市
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フルマラソン一般男子 541 995 斉藤　幸則 ｻｲﾄｳ ﾕｷﾉﾘ  4:52:08 東京都
フルマラソン一般男子 542 1590 久保村　圭介 ｸﾎﾞﾑﾗ ｹｲｽｹ  4:52:15 松川村健走会 松川村
フルマラソン一般男子 543 1358 傘木　信行 ｶｻｷﾞ ﾉﾌﾞﾕｷ  4:52:19 大町市
フルマラソン一般男子 544 911 原田　真臣 ﾊﾗﾀﾞ ﾏｻｵﾐ  4:52:25 ＫＲＣ 神奈川県
フルマラソン一般男子 545 1504 船戸　俊和 ﾌﾅﾄ ﾄｼｶｽﾞ  4:52:28 愛知県
フルマラソン一般男子 546 1596 田口　忠弘 ﾀｸﾞﾁ ﾀﾀﾞﾋﾛ  4:52:36 岐阜県
フルマラソン一般男子 547 1276 磯部　朋親 ｲｿﾍﾞ ﾄﾓﾁｶ  4:52:45 愛知県
フルマラソン一般男子 548 967 高野　宏輔 ﾀｶﾉ ｺｳｽｹ  4:52:53 東京都
フルマラソン一般男子 549 1556 ウイリアムス　ステイーブ ｳｲﾘｱﾑｽ ｽﾃｲﾌﾞ  4:52:55 ハクバコネクト 白馬村
フルマラソン一般男子 550 1294 保科　憲治 ﾎｼﾅ ｹﾝｼﾞ  4:53:29 安曇野市
フルマラソン一般男子 551 1302 葛岡　稔 ｸｽﾞｵｶ ﾐﾉﾙ  4:53:33 （株）栄光 埼玉県
フルマラソン一般男子 552 1447 稲垣　博和 ｲﾅｶﾞｷ ﾋﾛｶｽﾞ  4:53:40 チームひょろ 愛知県
フルマラソン一般男子 553 1439 泉野　拓児 ｲｽﾞﾐﾉ ﾀｸｼﾞ  4:54:01 富山県
フルマラソン一般男子 554 1572 塚原　大地 ﾂｶﾊﾗ ﾀﾞｲﾁ  4:54:17 筑波大学 茨城県
フルマラソン一般男子 555 1156 宮本　聡 ﾐﾔﾓﾄ ｻﾄｼ  4:54:41 神奈川県
フルマラソン一般男子 556 889 松川　義明 ﾏﾂｶﾜ ﾖｼｱｷ  4:55:34 塩尻市
フルマラソン一般男子 557 845 荒川　俊 ｱﾗｶﾜ ﾀｶｼ  4:55:38 ひよこ 東御市
フルマラソン一般男子 558 1404 相崎　圭史 ｱｲｻﾞｷ ｹｲｼ  4:55:39 岐阜県
フルマラソン一般男子 559 961 宮澤　賢一 ﾐﾔｻﾞﾜ ｹﾝｲﾁ  4:55:41 ９５イーズ 原村
フルマラソン一般男子 560 1107 入江　典夫 ｲﾘｴ ﾉﾘｵ  4:55:53 入江運輸倉庫株式会社 大阪府
フルマラソン一般男子 561 1463 西　孝行 ﾆｼ ﾀｶﾕｷ  4:56:10 ＧＡＣ 安曇野市
フルマラソン一般男子 562 1477 宮嶋　弘樹 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾋﾛｷ  4:56:43 松本市
フルマラソン一般男子 563 1162 結城　広昭 ﾕｳｷ ﾋﾛｱｷ  4:56:43 岡谷市
フルマラソン一般男子 564 1006 須賀　浩 ｽｶ ﾋﾛｼ  4:56:51 群馬県
フルマラソン一般男子 565 905 前田　保 ﾏｴﾀﾞ ﾀﾓﾂ  4:56:59 松本市
フルマラソン一般男子 566 1074 高野　義規 ﾀｶﾉ ﾖｼﾉﾘ  4:57:01 安曇野市
フルマラソン一般男子 567 1055 吉池　哲也 ﾖｼｲｹ ﾃﾂﾔ  4:57:29 上田市
フルマラソン一般男子 568 1296 平瀬　昌範 ﾋﾗｾ ﾏｻﾉﾘ  4:57:49 坂元スキークラブ 兵庫県
フルマラソン一般男子 569 1271 神木　光 ｶﾐｷ ﾋｶﾙ  4:58:02 松本市
フルマラソン一般男子 570 1375 志田　健太 ｼﾀﾞ ｹﾝﾀ  4:58:07 神奈川県
フルマラソン一般男子 571 1249 内山　和樹 ｳﾁﾔﾏ ｶｽﾞｷ  4:58:23 菱三工業 愛知県
フルマラソン一般男子 572 1490 高橋　拓哉 ﾀｶﾊｼ ﾀｸﾔ  4:58:24 新光商事 神奈川県
フルマラソン一般男子 573 814 市平　貢三 ｲﾁﾋﾗ ｺｳｿﾞｳ  4:58:47 奈良県
フルマラソン一般男子 574 1062 長瀬　泰次 ﾅｶﾞｾ ﾀｲｼﾞ  4:59:00 長野信用金庫 長野市
フルマラソン一般男子 575 1173 佐野　太 ｻﾉ ﾌﾄｼ  4:59:09 横須賀共済病院 東京都
フルマラソン一般男子 576 974 山井　浩一郎 ﾔﾏｲ ｺｳｲﾁﾛｳ  4:59:22 富山県
フルマラソン一般男子 577 1181 市川　克也 ｲﾁｶﾜ ｶﾂﾔ  4:59:51 三重県
フルマラソン一般男子 578 1051 小割　剛 ｺﾜﾘ ﾂﾖｼ  4:59:52 丸ノ内スポーツクラブ 松本市
フルマラソン一般男子 579 1539 村上　拡介 ﾑﾗｶﾐ ｺｳｽｹ  4:59:56 東京都
フルマラソン一般男子 580 1417 高橋　寿明 ﾀｶﾊｼ ﾄｼｱｷ  5:00:44 長野市
フルマラソン一般男子 581 1548 坂本　拓磨 ｻｶﾓﾄ ﾀｸﾏ  5:01:14 ＬＯＤＥＣ 大町市
フルマラソン一般男子 582 875 河村　基伸 ｶﾜﾑﾗ ﾓﾄﾉﾌﾞ  5:01:20 愛知県
フルマラソン一般男子 583 832 邑上　貴厚 ﾑﾗｶﾐ ﾀｶﾋﾛ  5:01:25 育てる会 大町市
フルマラソン一般男子 584 1414 大林　康之 ｵｵﾊﾞﾔｼ ﾔｽﾕｷ  5:03:12 松本市
フルマラソン一般男子 585 1391 飯塚　敏宏 ｲｲﾂﾞｶ ﾄｼﾋﾛ  5:03:20 飯塚造園 群馬県
フルマラソン一般男子 586 110 黒岩　紀雄 ｸﾛｲﾜ ﾉﾘｵ  5:05:29 長野マラソンク 長野市
フルマラソン一般男子 587 1177 黒岩　孝広 ｸﾛｲﾜ ﾀｶﾋﾛ  5:05:38 チームまことちゃん 須坂市
フルマラソン一般男子 588 1541 久保田　雄大 ｸﾎﾞﾀ ﾕｳﾀﾞｲ  5:06:06 長野 長野市
フルマラソン一般男子 589 1361 瀧澤　朋宏 ﾀｷｻﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ  5:06:55 東京都
フルマラソン一般男子 590 1132 福井　滉人 ﾌｸｲ ﾋﾛﾄ  5:07:01 中部大学 愛知県
フルマラソン一般男子 591 1352 梅村　栄治 ｳﾒﾑﾗ ｴｲｼﾞ  5:08:00 愛知県
フルマラソン一般男子 592 1500 嶋田　将也 ｼﾏﾀﾞ ﾏｻﾔ  5:08:38 松本市
フルマラソン一般男子 593 1493 戸苅　義伸 ﾄｶﾞﾘ ﾖｼﾉﾌﾞ  5:09:16 ＮＴＴデータ 東京都
フルマラソン一般男子 594 1154 長嶺　直志 ﾅｶﾞﾐﾈ ﾀﾀﾞｼ  5:11:06 エフバブルス 神奈川県
フルマラソン一般男子 595 1478 椋本　進 ﾑｸﾓﾄ ｽｽﾑ  5:12:00 東京都
フルマラソン一般男子 596 932 中山　玲大 ﾅｶﾔﾏ ﾚｵ  5:12:33 長野市
フルマラソン一般男子 597 996 村上　誠 ﾑﾗｶﾐ ﾏｺﾄ  5:12:42 ツマミ倶楽部 辰野町
フルマラソン一般男子 598 1523 行谷　拓哉 ﾅﾒｶﾞﾔ ﾀｸﾔ  5:13:01 信州大学 長野市
フルマラソン一般男子 599 1277 小林　広大 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾀﾀﾞ  5:13:14 ＮＲＣ 長野市
フルマラソン一般男子 600 1503 伊藤　達馬 ｲﾄｳ ﾀﾂﾏ  5:13:45 東京都
フルマラソン一般男子 601 1299 岩原　誠 ｲﾜﾊﾗ ﾏｺﾄ  5:13:55 埼玉県
フルマラソン一般男子 602 1136 安田　潤矢 ﾔｽﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾔ  5:13:56 中部大学 愛知県
フルマラソン一般男子 603 1400 平田　憲太朗 ﾋﾗﾀ ｹﾝﾀﾛｳ  5:14:02 東京都
フルマラソン一般男子 604 1346 大谷　世嗣人 ｵｵﾀﾆ ﾖｼﾄ  5:14:50 千曲市
フルマラソン一般男子 605 970 小林　孝基 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｷ  5:15:35 大町南小 松川村
フルマラソン一般男子 606 1516 長森　修平 ﾅｶﾞﾓﾘ ｼｭｳﾍｲ  5:15:46 信州大学 長野市
フルマラソン一般男子 607 1393 清　允 ｾｲ ﾏｺﾄ  5:15:47 信州大学 千曲市
フルマラソン一般男子 608 1072 吉井　昭裕 ﾖｼｲ ｱｷﾋﾛ  5:16:07 埼玉オヤジーズ 埼玉県
フルマラソン一般男子 609 1370 なかざわ　ゆうき ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｳｷ  5:16:18 松本市
フルマラソン一般男子 610 1384 峯川　雄太 ﾐﾈｶﾜ ﾕｳﾀ  5:16:45 東京都
フルマラソン一般男子 611 1234 西澤　友規 ﾆｼｻﾞﾜ ﾕｳｷ  5:17:27 菱三工業 愛知県
フルマラソン一般男子 612 1209 牛草　義祐 ｳｼｸﾞｻ ﾖｼﾋﾛ  5:17:55 御代田町
フルマラソン一般男子 613 1579 鈴木　裕登 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾄ  5:18:03 信州大学 長野市
フルマラソン一般男子 614 1371 奥村　仁哉 ｵｸﾑﾗ ｼﾞﾝﾔ  5:18:22 愛知県
フルマラソン一般男子 615 1542 山根　克之 ﾔﾏﾈ ｶﾂﾕｷ  5:18:32 塩尻市
フルマラソン一般男子 616 1528 金子　治範 ｶﾈｺ ﾊﾙﾉﾘ  5:19:49 長野市
フルマラソン一般男子 617 1625 堀田　暁 ﾎﾘﾀ ｱｷﾗ  5:20:21 愛知県
フルマラソン一般男子 618 1437 福井　悠太 ﾌｸｲ ﾕｳﾀ  5:20:39 神奈川県
フルマラソン一般男子 619 1356 奥山　淳祥 ｵｸﾔﾏ ｱﾂﾖｼ  5:20:48 東京都
フルマラソン一般男子 620 1052 後藤　研二 ｺﾞﾄｳ ｹﾝｼﾞ  5:21:03 神奈川県
フルマラソン一般男子 621 1141 佐藤　隆一 ｻﾄｳ ﾘｭｳｲﾁ  5:21:27 千葉県
フルマラソン一般男子 622 900 二宮　彰浩 ﾆﾉﾐﾔ ｱｷﾋﾛ  5:21:48 松本市
フルマラソン一般男子 623 919 荒井　克之 ｱﾗｲ ｶﾂﾕｷ  5:21:56 愛知県
フルマラソン一般男子 624 1575 鹿子島　幸二 ｶｺﾞｼﾏ ｺｳｼﾞ  5:22:18 神奈川県
フルマラソン一般男子 625 1534 香川　正之 ｶｶﾞﾜ ﾏｻﾕｷ  5:22:25 新潟県
フルマラソン一般男子 626 1532 小山　敬二 ｺﾔﾏ ｹｲｼﾞ  5:22:27 新光電気 長野市
フルマラソン一般男子 627 1471 村井　信哉 ﾑﾗｲ ｼﾝﾔ  5:22:43 神奈川県
フルマラソン一般男子 628 880 土屋　智史 ﾂﾁﾔ ｻﾄｼ  5:22:50 池田町
フルマラソン一般男子 629 1255 萩原　正規 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾏｻﾉﾘ  5:23:26 エフバエー長野 長野市
フルマラソン一般男子 630 871 兼松　一平 ｶﾈﾏﾂ ｲｯﾍﾟｲ  5:24:31 愛知県



種目名 種目順位 ｾﾞｯｹﾝ番号 氏名漢字 氏名ｶﾅ 印字タイム 所属ｸﾗﾌﾞ名 県名
フルマラソン一般男子 631 1217 種沢　章徳 ﾀﾈｻﾞﾜ ｱｷﾉﾘ  5:24:46 ＡＲＡＩ 栃木県
フルマラソン一般男子 632 1469 笹川　勇 ｻｻｶﾞﾜ ｲｻﾑ  5:25:49 東京都
フルマラソン一般男子 633 1041 上谷　富男 ｶﾐﾔ ﾄﾐｵ  5:26:01 長野市
フルマラソン一般男子 634 1191 佐々木　徹 ｻｻｷ ﾄｵﾙ  5:26:09 お達者クラブ 池田町
フルマラソン一般男子 635 1057 宮坂　清 ﾐﾔｻｶ ｷﾖｼ  5:26:23 木曽病院 伊那市
フルマラソン一般男子 636 1464 阿萬　英之 ｱﾏﾝ ﾋﾃﾞﾕｷ  5:26:32 東京都
フルマラソン一般男子 637 1301 二木　将文 ﾌﾀﾂｷﾞ ﾏｻﾌﾐ  5:27:20 上田市
フルマラソン一般男子 638 813 瀧澤　卓也 ﾀｷｻﾞﾜ ﾀｸﾔ  5:28:36 穂高自動車学校 池田町
フルマラソン一般男子 639 1164 渡谷　卓哉 ﾜﾀﾘﾔ ﾀｸﾔ  5:28:54 て 神奈川県
フルマラソン一般男子 640 1380 林　真人 ﾊﾔｼ ﾏｻﾄ  5:29:08 神西走郵会 神奈川県
フルマラソン一般男子 641 1106 伊藤　幹郎 ｲﾄｳ ﾐｷｵ  5:29:12 小坂部 神奈川県
フルマラソン一般男子 642 1218 薄田　孝暢 ｳｽﾀﾞ ﾀｶﾉﾌﾞ  5:30:39 ＡＲＡＩ 埼玉県
フルマラソン一般男子 643 1214 佐藤　公哉 ｻﾄｳ ｷﾝﾔ  5:30:45 匠の手 東京都
フルマラソン一般男子 644 1465 熊谷　泰宏 ｸﾏｶﾞｲ ﾔｽﾋﾛ  5:30:49 ＨＡＩＣ 長野市
フルマラソン一般男子 645 1459 和田　昂憲 ﾜﾀﾞ ﾀｶﾉﾘ  5:31:31 愛知県
フルマラソン一般男子 646 1581 橋本　淳一 ﾊｼﾓﾄ ｼﾞｭﾝｲﾁ  5:31:55 伊那市
フルマラソン一般男子 647 1423 鈴木　孝志 ｽｽﾞｷ ﾀｶｼ  5:32:21 国産部品 京都府
フルマラソン一般男子 648 1256 村瀬　卓也 ﾑﾗｾ ﾀｸﾔ  5:32:30 菱三工業 愛知県
フルマラソン一般男子 649 1315 青木　優大 ｱｵｷ ﾕｳﾀﾞｲ  5:32:41 名古屋大学医学部スキ 愛知県
フルマラソン一般男子 650 818 竹中　元章 ﾀｹﾅｶ ﾓﾄｱｷ  5:32:48 きたながのＲＣ 長野市
フルマラソン一般男子 651 1325 木口　拓海 ｷｸﾞﾁ ﾀｸﾐ  5:32:58 完走野菜 愛知県
フルマラソン一般男子 652 997 後藤　哲也 ｺﾞﾄｳ ﾃﾂﾔ  5:33:43 兵庫県
フルマラソン一般男子 653 1317 吉田　友則 ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓﾉﾘ  5:34:01 東京都
フルマラソン一般男子 654 1508 千原　秀明 ﾁﾊﾗ ﾋﾃﾞｱｷ  5:34:44 長野市
フルマラソン一般男子 655 1161 荒谷　巌 ｱﾗﾔ ｲﾜｵ  5:34:58 神奈川県
フルマラソン一般男子 656 1247 鈴木　圭 ｽｽﾞｷ ｹｲ  5:34:59 ＣＣ党マラソン部 山梨県
フルマラソン一般男子 657 169 花田　雄一 ﾊﾅﾀﾞ ﾕｳｲﾁ  5:35:59 千葉県
フルマラソン一般男子 658 1088 末木　実 ｽｴｷ ﾐﾉﾙ  5:36:00 ●●　傳刀組　●● 松本市
フルマラソン一般男子 659 1089 赤梅　秀隆 ｱｶｳﾒ ﾋﾃﾞﾀｶ  5:36:00 ●●　傳刀組　●● 大町市
フルマラソン一般男子 660 1279 樋口　穂高 ﾋｸﾞﾁ ﾎﾀﾞｶ  5:36:04 けあぱる 大阪府
フルマラソン一般男子 661 1385 橋本　英樹 ﾊｼﾓﾄ ﾋﾃﾞｷ  5:36:13 岐阜県
フルマラソン一般男子 662 1521 川田　一貴 ｶﾜﾀﾞ ｶｽﾞｷ  5:36:40 信州大学 長野市
フルマラソン一般男子 663 143 井上　智之 ｲﾉｳｴ ﾄﾓﾕｷ  5:37:00 ブルーミング 東京都
フルマラソン一般男子 664 1413 中村　恵祐 ﾅｶﾑﾗ ｹｲｽｹ  5:37:09 富山県
フルマラソン一般男子 665 1483 平賀　大道 ﾋﾗｶﾞ ﾋﾛﾐﾁ  5:37:15 てっせい 東京都
フルマラソン一般男子 666 1226 窪田　勝利 ｸﾎﾞﾀ ｶﾂﾄｼ  5:37:43 長野市
フルマラソン一般男子 667 842 渡邉　匡史 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾀﾞｼ  5:37:48 松本市
フルマラソン一般男子 668 1512 村上　泰敬 ﾑﾗｶﾐ ﾔｽﾀｶ  5:39:03 松本市
フルマラソン一般男子 669 1594 永澄　悠太 ﾅｶﾞｽﾐ ﾕｳﾀ  5:40:02 東京都
フルマラソン一般男子 670 1149 林　悠宇 ﾊﾔｼ ﾕｳ  5:40:03 新潟県
フルマラソン一般男子 671 1623 近藤　しげゆき ｺﾝﾄﾞｳ ｼｹﾞﾕｷ  5:40:05 神奈川県
フルマラソン一般男子 672 1518 合津　陽平 ｺﾞｳﾂﾞ ﾖｳﾍｲ  5:40:10 信州大学 長野市
フルマラソン一般男子 673 1517 荒井　鴻太朗 ｱﾗｲ ｺｳﾀﾛｳ  5:40:10 信州大学 長野市
フルマラソン一般男子 674 1090 与曽井　清司 ﾖｿｲ ｾｲｼﾞ  5:40:18 株式会社エラン 塩尻市
フルマラソン一般男子 675 1619 中園　健二 ﾅｶｿﾞﾉ ｹﾝｼﾞ  5:40:29 神奈川県
フルマラソン一般男子 676 1080 篠田　宏 ｼﾉﾀﾞ ﾋﾛｼ  5:40:34 茨城県
フルマラソン一般男子 677 1494 中渕　竜吾 ﾅｶﾌﾞﾁ ﾘｭｳｺﾞ  5:40:34 甲南大学 大阪府
フルマラソン一般男子 678 953 宮本　龍 ﾐﾔﾓﾄ ﾘｭｳ  5:40:53 コーセーコスメポート 東京都
フルマラソン一般男子 679 1321 中尾　優希 ﾅｶｵ ﾕｳｷ  5:41:04 兵庫県
フルマラソン一般男子 680 1592 小林　哲也 ｺﾊﾞﾔｼ ﾃﾂﾔ  5:41:20 須坂市
フルマラソン一般男子 681 1171 五明　啓一 ｺﾞﾐｮｳ ｹｲｲﾁ  5:41:36 長野市
フルマラソン一般男子 682 933 佐藤　隆則 ｻﾄｳ ﾀｶﾉﾘ  5:41:58 群馬県
フルマラソン一般男子 683 922 三村　輝夫 ﾐﾑﾗ ﾃﾙｵ  5:42:11 木村電器 塩尻市
フルマラソン一般男子 684 1520 佐野　慶輔 ｻﾉ ｹｲｽｹ  5:42:29 信州大学 長野市
フルマラソン一般男子 685 1323 嵐　祐介 ｱﾗｼ ﾕｳｽｹ  5:42:40 東京都
フルマラソン一般男子 686 1628 関口　裕孝 ｾｷｸﾞﾁ ﾋﾛﾀｶ  5:42:55 松本市
フルマラソン一般男子 687 885 小川　一人 ｵｶﾞﾜ ｶｽﾞﾄ  5:43:02 東京都
フルマラソン一般男子 688 888 藤岡　雄一 ﾌｼﾞｵｶ ﾕｳｲﾁ  5:43:08 長野市
フルマラソン一般男子 689 825 青島　康 ｱｵｼﾏ ｺｳ  5:43:51 大町市
フルマラソン一般男子 690 1328 河西　裕一 ｶｻｲ ﾕｳｲﾁ  5:44:04 長野ソーシャルシフト 岡谷市
フルマラソン一般男子 691 1002 長沼　澄人 ﾅｶﾞﾇﾏ ｽﾐﾄ  5:45:08 愛知県
フルマラソン一般男子 692 1003 長沼　裕也 ﾅｶﾞﾇﾏ ﾕｳﾔ  5:45:08 愛知県
フルマラソン一般男子 693 1004 勝又　駿人 ｶﾂﾏﾀ ｼｭﾝﾄ  5:45:35 信州大学 静岡県
フルマラソン一般男子 694 1602 吉田　正文 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾌﾐ  5:45:44 ＴＥＡＭ　Ｍ 須坂市
フルマラソン一般男子 695 1453 朱　曜東 ﾁﾞｭ ｲｬｫﾄﾞﾝ  5:46:17 海外
フルマラソン一般男子 696 1242 寺原　哲也 ﾃﾗﾊﾗ ﾃﾂﾔ  5:46:32 東京都
フルマラソン一般男子 697 846 辻　賢司 ﾂｼﾞ ｹﾝｼﾞ  5:46:35 長野市
フルマラソン一般男子 698 1228 宮澤　雅人 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾏｻﾄ  5:48:58 大原学園 上田市
フルマラソン一般男子 699 1515 山崎　克洋 ﾔﾏｻﾞｷ ｶﾂﾋﾛ  5:48:58 信州大学 長野市
フルマラソン一般男子 700 1083 早川　竜也 ﾊﾔｶﾜ ﾀﾂﾔ  5:49:01 埼玉県
フルマラソン一般男子 701 948 冨岡　浩文 ﾄﾐｵｶ ﾋﾛﾌﾐ  5:49:31 愛知県
フルマラソン一般男子 702 1125 宇佐美　優希 ｳｻﾐ ﾕｳｷ  5:49:46 コルチナマラソン部 小谷村
フルマラソン一般男子 703 1613 工藤　靖一郎 ｸﾄﾞｳ ﾔｽｲﾁﾛｳ  5:50:06 京都府
フルマラソン一般男子 704 1065 松永　喜代文 ﾏﾂﾅｶﾞ ｷﾖﾌﾐ  5:50:33 大阪府
フルマラソン一般男子 705 1524 輔羅　良斗瑠 ﾎﾗ ﾗﾄｩﾙ  5:50:40 信州大学 長野市
フルマラソン一般男子 706 1180 森　正樹 ﾓﾘ ﾏｻｷ  5:50:51 ●チャレンジ● 千曲市
フルマラソン一般男子 707 874 伊坂　秀一 ｲｻｶ ｼｭｳｲﾁ  5:51:01 ラッピー 兵庫県
フルマラソン一般男子 708 1420 持永　俊彦 ﾓﾁﾅｶﾞ ﾄｼﾋｺ  5:51:06 千葉県
フルマラソン一般男子 709 1267 福本　俊之 ﾌｸﾓﾄ ﾄｼﾕｷ  5:51:38 大阪府
フルマラソン一般男子 710 802 泉井　伸之 ｲｽﾞｲ ﾉﾌﾞﾕｷ  5:52:19 奈良県
フルマラソン一般男子 711 1092 大島　弘也 ｵｵｼﾏ ﾋﾛﾔ  5:53:10 長野市
フルマラソン一般男子 712 849 福良　浩一 ﾌｸﾗ ｺｳｲﾁ  5:53:54 千葉県
フルマラソン一般男子 713 1525 瀧澤　幸大 ﾀｷｻﾞﾜ ﾕｷﾋﾛ  5:54:44 信州大学 長野市
フルマラソン一般男子 714 1148 牛草　大和 ｳｼｸﾞｻ ﾔﾏﾄ  5:54:46 御代田町
フルマラソン一般男子 715 1406 岡本　裕司 ｵｶﾓﾄ ﾋﾛｼ  5:54:55 愛知県
フルマラソン一般男子 716 1203 上條　英男 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾋﾃﾞｵ  5:55:10 茅野市
フルマラソン一般男子 717 1098 村松　篤 ﾑﾗﾏﾂ ｱﾂｼ  5:55:35 ＮＪＣランナーズ 長野市
フルマラソン一般男子 718 1551 酒井　泰彦 ｻｶｲ ﾔｽﾋｺ  5:56:17 愛知県
フルマラソン一般男子 719 1239 伊藤　允人 ｲﾄｳ ﾐﾂﾄ  5:56:56 安曇野市
フルマラソン一般男子 720 1240 佐故　竜介 ｻｺ ﾘｭｳｽｹ  5:56:56 塩尻市
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フルマラソン一般男子 721 1476 中村　義康 ﾅｶﾑﾗ ﾖｼﾔｽ  5:57:11 千曲市
フルマラソン一般男子 722 1571 小西　久也 ｺﾆｼ ﾋｻﾔ  5:57:53 大岡マラソンクラブ 安曇野市
フルマラソン一般男子 723 951 西澤　成範 ﾆｼｻﾞﾜ ｼｹﾞﾉﾘ  5:58:14 大町市
フルマラソン一般男子 724 1248 岡本　伸也 ｵｶﾓﾄ ｼﾝﾔ  5:58:34 長野市
フルマラソン一般男子 725 816 丸山　浩史 ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾛｼ  5:59:25 安曇野市
フルマラソン一般男子 726 1526 津雲　良 ﾂｸﾓ ﾘｮｳ  6:01:36 信州大学 長野市
フルマラソン一般男子 727 1378 池田　卓也 ｲｹﾀﾞ ﾀｸﾔ  6:05:46 埼玉県
フルマラソン一般男子 728 1562 田中　芳樹 ﾀﾅｶ ﾖｼｷ  6:06:51 船橋整形外科 千葉県
フルマラソン一般男子 729 1396 野崎　孝宏 ﾉｻﾞｷ ﾀｶﾋﾛ  6:06:52 千葉県
フルマラソン一般男子 730 1597 霜出　雄介 ｼﾓﾃﾞ ﾕｳｽｹ  6:09:25 岐阜県
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フルマラソン壮年男子50歳代 1 311 宮沢　浩 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾛｼ  2:56:21 北野ＪＣ 長野市
フルマラソン壮年男子50歳代 2 304 新美　直樹 ﾆｲﾐ ﾅｵｷ  2:56:45 ごんぎつね 愛知県
フルマラソン壮年男子50歳代 3 341 三角　道夫 ﾐｶﾄﾞ ﾐﾁｵ  2:57:28 自衛隊 東京都
フルマラソン壮年男子50歳代 4 314 入澤　康行 ｲﾘｻﾜ ﾔｽﾕｷ  2:58:44 楽走塾 群馬県
フルマラソン壮年男子50歳代 5 345 穴沢　保 ｱﾅｻﾞﾜ ﾀﾓﾂ  3:02:30 新潟県
フルマラソン壮年男子50歳代 6 2040 石原　忠 ｲｼﾊﾗ ﾀﾀﾞｼ  3:02:41 東御市
フルマラソン壮年男子50歳代 7 2055 内山　正幸 ｳﾁﾔﾏ ﾏｻﾕｷ  3:04:23 埼玉県
フルマラソン壮年男子50歳代 8 1907 小林　伸吉 ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾌﾞﾖｼ  3:04:29 厚木荻野走友会 神奈川県
フルマラソン壮年男子50歳代 9 318 浪貝　昌宏 ﾅﾐｶｲ ﾏｻﾋﾛ  3:04:31 ＡＶＲＣ多摩川 東京都
フルマラソン壮年男子50歳代 10 319 玉木　良和 ﾀﾏｷ ﾖｼｶｽﾞ  3:11:12 三重県
フルマラソン壮年男子50歳代 11 1927 鈴木　和男 ｽｽﾞｷ ｶｽﾞｵ  3:12:17 静岡県立新居高校 静岡県
フルマラソン壮年男子50歳代 12 322 青木　鉄男 ｱｵｷ ﾃﾂｵ  3:12:30 深川ランナーズ 東京都
フルマラソン壮年男子50歳代 13 312 小林　毅 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｹｼ  3:12:33 みなみ野ＲＣ 東京都
フルマラソン壮年男子50歳代 14 2197 鈴木　誠 ｽｽﾞｷ ﾏｺﾄ  3:12:54 神奈川県
フルマラソン壮年男子50歳代 15 2241 内堀　浩明 ｳﾁﾎﾞﾘ ﾋﾛｱｷ  3:13:29 佐久郵便局 御代田町
フルマラソン壮年男子50歳代 16 1949 菅田　寛 ｽｶﾞﾀ ﾋﾛｼ  3:14:43 松本市
フルマラソン壮年男子50歳代 17 2274 武井　敏夫 ﾀｹｲ ﾄｼｵ  3:14:44 前橋地裁高崎支部 群馬県
フルマラソン壮年男子50歳代 18 307 武田　悦男 ﾀｹﾀﾞ ｴﾂｵ  3:14:48 佐々木走友会 東京都
フルマラソン壮年男子50歳代 19 2280 上原　伸一 ｳｴﾊﾗ ｼﾝｲﾁ  3:19:07 軽井沢ＮＲＣ 軽井沢町
フルマラソン壮年男子50歳代 20 328 出口　広紀 ﾃﾞｸﾞﾁ ﾋﾛｷ  3:19:31 東京都
フルマラソン壮年男子50歳代 21 2324 山下　寿朗 ﾔﾏｼﾀ ﾄｼﾛｳ  3:21:12 東京都
フルマラソン壮年男子50歳代 22 347 坂本　浩志 ｻｶﾓﾄ ﾋﾛｼ  3:21:51 ワセダクラブ 埼玉県
フルマラソン壮年男子50歳代 23 2222 福島　伸一 ﾌｸｼﾏ ｼﾝｲﾁ  3:22:06 Ｓマラソンクラブ 中野市
フルマラソン壮年男子50歳代 24 2218 永井　敏春 ﾅｶﾞｲ ﾄｼﾊﾙ  3:22:25 カミハギＡＣ 愛知県
フルマラソン壮年男子50歳代 25 2196 武井　正明 ﾀｹｲ ﾏｻｱｷ  3:22:27 長野市
フルマラソン壮年男子50歳代 26 2262 島田　貴紀 ｼﾏﾀﾞ ﾀｶﾉﾘ  3:23:37 千曲市
フルマラソン壮年男子50歳代 27 2065 大須賀　明士 ｵｵｽｶ ｱｷｼ  3:23:37 安城今本ＲＴ 愛知県
フルマラソン壮年男子50歳代 28 2102 西田　弘之 ﾆｼﾀ ﾋﾛﾕｷ  3:23:42 東尋坊鉄人会 石川県
フルマラソン壮年男子50歳代 29 2081 井元　工治 ｲﾓﾄ ｺｳｼﾞ  3:23:58 静岡県
フルマラソン壮年男子50歳代 30 1914 柳原　昭治 ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ｼｮｳｼﾞ  3:25:19 国労長野 坂城町
フルマラソン壮年男子50歳代 31 1909 久保　友二 ｸﾎﾞ ﾕｳｼﾞ  3:25:24 坂城町
フルマラソン壮年男子50歳代 32 1992 右田　清 ﾐｷﾞﾀ ｷﾖｼ  3:26:10 住友ゴム 愛知県
フルマラソン壮年男子50歳代 33 1986 池上　徹 ｲｹｶﾞﾐ ﾃﾂ  3:26:30 神奈川県
フルマラソン壮年男子50歳代 34 313 古幡　一彦 ﾌﾙﾊﾀ ｶｽﾞﾋｺ  3:26:57 多摩サブ３ 東京都
フルマラソン壮年男子50歳代 35 2137 岸田　隆 ｷｼﾀﾞ ﾀｶｼ  3:27:21 森と木 飯山市
フルマラソン壮年男子50歳代 36 2140 根津　浩 ﾈﾂﾞ ﾋﾛｼ  3:27:56 新光電気 須坂市
フルマラソン壮年男子50歳代 37 303 五百藏　隆文 ｲｵﾛｲ ﾀｶﾌﾐ  3:27:57 シンクテック 東京都
フルマラソン壮年男子50歳代 38 1966 今井　徳郎 ｲﾏｲ ﾉﾘｵ  3:28:00 東京都
フルマラソン壮年男子50歳代 39 2117 唯木　和彦 ﾀﾀﾞｷ ｶｽﾞﾋｺ  3:28:09 てっせい 埼玉県
フルマラソン壮年男子50歳代 40 2144 林　康弘 ﾊﾔｼ ﾔｽﾋﾛ  3:28:29 富山県
フルマラソン壮年男子50歳代 41 1911 北村　等 ｷﾀﾑﾗ ﾋﾄｼ  3:29:15 滋賀県
フルマラソン壮年男子50歳代 42 2077 五十嵐　俊次 ｲｶﾞﾗｼ ｼｭﾝｼﾞ  3:31:05 千葉県
フルマラソン壮年男子50歳代 43 1968 大矢　雅章 ｵｵﾔ ﾏｻｱｷ  3:31:26 日立ソリューションズ 千葉県
フルマラソン壮年男子50歳代 44 349 沢井　茂樹 ｻﾜｲ ｼｹﾞｷ  3:32:24 富山県
フルマラソン壮年男子50歳代 45 2184 田中　直樹 ﾀﾅｶ ﾅｵｷ  3:33:41 ＨＳＤ 千曲市
フルマラソン壮年男子50歳代 46 2012 土屋　洋一 ﾂﾁﾔ ﾖｳｲﾁ  3:34:06 軽井沢ＮＲＣ 東御市
フルマラソン壮年男子50歳代 47 306 生駒　圭一 ｲｺﾏ ｹｲｲﾁ  3:34:48 いこまクラブ 上田市
フルマラソン壮年男子50歳代 48 2111 木村　良紀 ｷﾑﾗ ﾖｼﾉﾘ  3:35:36 大町市
フルマラソン壮年男子50歳代 49 2200 原　英則 ﾊﾗ ﾋﾃﾞﾉﾘ  3:36:19 愛知県
フルマラソン壮年男子50歳代 50 305 祖父江　啓二 ｿﾌﾞｴ ｹｲｼﾞ  3:38:07 ごんちゃんず 愛知県
フルマラソン壮年男子50歳代 51 2057 木村　忠美 ｷﾑﾗ ﾀﾀﾞﾐ  3:38:18 筑摩小学校 松本市
フルマラソン壮年男子50歳代 52 2282 三島　公人 ﾐｼﾏ ｷﾐﾋﾄ  3:38:24 ＭＡＣ 東京都
フルマラソン壮年男子50歳代 53 340 松井　親弘 ﾏﾂｲ ﾁｶﾋﾛ  3:38:25 ｅＡ愛知 愛知県
フルマラソン壮年男子50歳代 54 1967 平沢　哲哉 ﾋﾗｻﾜ ﾃﾂﾔ  3:38:29 ポトスＲＣ 山梨県
フルマラソン壮年男子50歳代 55 335 鵜飼　仁 ｳｶｲ ﾏｻｼ  3:38:58 ウギキッズ 神奈川県
フルマラソン壮年男子50歳代 56 2030 宮田　誠四郎 ﾐﾔﾀ ｾｲｼﾛｳ  3:39:37 富山県
フルマラソン壮年男子50歳代 57 337 樋口　孝 ﾋｸﾞﾁ ﾀｶｼ  3:40:34 ミサトピア小倉病院 安曇野市
フルマラソン壮年男子50歳代 58 2186 樫村　秀樹 ｶｼﾑﾗ ﾋﾃﾞｷ  3:41:13 富士ゼロックス 神奈川県
フルマラソン壮年男子50歳代 59 2202 石井　直人 ｲｼｲ ﾅｵﾄ  3:41:27 仁科工業 須坂市
フルマラソン壮年男子50歳代 60 1924 掛川　巌 ｶｹｶﾞﾜ ｲﾜｵ  3:41:29 富士通システムズイー 長野市
フルマラソン壮年男子50歳代 61 2260 松田　淳 ﾏﾂﾀﾞ ｼﾞﾕﾝ  3:41:47 奈良県
フルマラソン壮年男子50歳代 62 339 井上　信行 ｲﾉｳｴ ｼﾝｺｳ  3:41:57 大阪府
フルマラソン壮年男子50歳代 63 2138 飛井　清隆 ﾄﾋﾞｲ ｷﾖﾀｶ  3:42:19 輝けＫＳＹＤＪ 東京都
フルマラソン壮年男子50歳代 64 2181 河野　典晃 ｶﾜﾉ ﾉﾘｱｷ  3:42:26 大阪府
フルマラソン壮年男子50歳代 65 2303 飯嶋　哲也 ｲｲｼﾞﾏ ﾃﾂﾔ  3:42:34 山梨県
フルマラソン壮年男子50歳代 66 1940 山本　勝哉 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾂﾔ  3:42:37 チーム田園詩 白馬村
フルマラソン壮年男子50歳代 67 2273 唐沢　忍 ｶﾗｻﾜ ｼﾉﾌﾞ  3:43:48 ＦＣ．ＴＡＫＡＮＥ 長野市
フルマラソン壮年男子50歳代 68 342 吉崎　ひろし ﾖｼｻﾞｷ ﾋﾛｼ  3:44:38 チームバンジョー走者 奈良県
フルマラソン壮年男子50歳代 69 1926 浅野　克則 ｱｻﾉ ｶﾂﾉﾘ  3:44:46 八ヶ岳クラブ 軽井沢町
フルマラソン壮年男子50歳代 70 1969 大久保　孝 ｵｵｸﾎﾞ ﾀｶｼ  3:45:27 ＡＩＵ 東京都
フルマラソン壮年男子50歳代 71 2042 大西　葉山 ｵｵﾆｼ ﾊﾔﾏ  3:46:59 千葉県
フルマラソン壮年男子50歳代 72 2165 寺崎　成史 ﾃﾗｻｷ ｾｲｼ  3:47:27 富士電機 松本市
フルマラソン壮年男子50歳代 73 2188 木次　儀一 ｷﾂｷﾞ ﾖｼｶｽﾞ  3:47:35 佐久穂町
フルマラソン壮年男子50歳代 74 2307 松木　豪 ﾏﾂｷ ﾀｹｼ  3:47:48 ワイペン真ラブ 神奈川県
フルマラソン壮年男子50歳代 75 2128 門野　啓一郎 ｶﾄﾞﾉ ｹｲｲﾁﾛｳ  3:47:50 安曇野市
フルマラソン壮年男子50歳代 76 2061 林　克行 ﾊﾔｼ ｶﾂﾕｷ  3:48:51 うさおＲＣ 松本市
フルマラソン壮年男子50歳代 77 2173 田中　啓司 ﾀﾅｶ ｹｲｼﾞ  3:49:16 静岡県
フルマラソン壮年男子50歳代 78 1956 山辺　重敏 ﾔﾏﾍﾞ ｼｹﾞﾄｼ  3:49:17 上田市
フルマラソン壮年男子50歳代 79 2152 根橋　誠 ﾈﾊﾞｼ ﾏｺﾄ  3:49:59 酔粋庵 東京都
フルマラソン壮年男子50歳代 80 2148 渡辺　美造 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼﾋﾛ  3:50:12 南牧村
フルマラソン壮年男子50歳代 81 2305 越野　勝美 ｺｼﾉ ｶﾂﾐ  3:50:38 ＮＴＴドコモ 長野市
フルマラソン壮年男子50歳代 82 1964 野沢　英司 ﾉｻﾞﾜ ｴｲｼﾞ  3:50:39 東京都
フルマラソン壮年男子50歳代 83 2116 坂口　輝彦 ｻｶｸﾞﾁ ﾃﾙﾋｺ  3:51:33 東京都
フルマラソン壮年男子50歳代 84 2180 村上　博之 ﾑﾗｶﾐ ﾋﾛﾕｷ  3:51:45 ＥＰＳＯＮ 諏訪市
フルマラソン壮年男子50歳代 85 2201 佐藤　智洋 ｻﾄｳ ﾄﾓﾋﾛ  3:51:52 ヤマサ製菓有限会社 愛知県
フルマラソン壮年男子50歳代 86 2239 福島　和利 ﾌｸｼﾏ ｶｽﾞﾄｼ  3:52:02 八十二銀行 松本市
フルマラソン壮年男子50歳代 87 326 上岡　健志 ｶﾐｵｶ ﾀｹｼ  3:52:37 長野マラソンクラブ 長野市
フルマラソン壮年男子50歳代 88 1934 中舘　文也 ﾅｶﾀﾞﾃ ﾌﾐﾔ  3:52:47 伊那市
フルマラソン壮年男子50歳代 89 1994 久保田　信行 ｸﾎﾞﾀ ﾉﾌﾞﾕｷ  3:53:01 アトラススイム 茨城県
フルマラソン壮年男子50歳代 90 2178 細田　伸一 ﾎｿﾀﾞ ｼﾝｲﾁ  3:53:05 山楽会 千曲市
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フルマラソン壮年男子50歳代 91 1981 田切　宏美 ﾀｷﾞﾘ ﾋﾛﾐ  3:53:07 高森町
フルマラソン壮年男子50歳代 92 332 小柳　幸夫 ｺﾔﾅｷﾞ ﾕｷｵ  3:53:15 てっせい 東京都
フルマラソン壮年男子50歳代 93 2062 小濱　博章 ｺﾊﾏ ﾋﾛｱｷ  3:53:15 Ｇ２０６ 東京都
フルマラソン壮年男子50歳代 94 1999 正村　秀樹 ﾏｻﾑﾗ ﾋﾃﾞｷ  3:53:18 アミノ長野 松本市
フルマラソン壮年男子50歳代 95 2147 北村　幸一 ｷﾀﾑﾗ ｺｳｲﾁ  3:53:36 千曲市
フルマラソン壮年男子50歳代 96 1942 木本　憲一 ｷﾓﾄ ｹﾝｲﾁ  3:54:11 ハナビシＲＣ 富山県
フルマラソン壮年男子50歳代 97 1980 岩山　年秀 ｲﾜﾔﾏ ﾄｼﾋﾃﾞ  3:54:18 ＫＲＣ 神奈川県
フルマラソン壮年男子50歳代 98 2162 笠原　大 ｶｻﾊﾗ ﾋﾛｼ  3:54:42 千葉県
フルマラソン壮年男子50歳代 99 2317 本田　守 ﾎﾝﾀﾞ ﾏﾓﾙ  3:54:42 芦屋浜ＡＣ 愛知県
フルマラソン壮年男子50歳代 100 2139 奥泉　元 ｵｸｲｽﾞﾐ ﾊｼﾞﾒ  3:54:54 石川県
フルマラソン壮年男子50歳代 101 2003 大井　修 ｵｵｲ ｵｻﾑ  3:54:55 茅野市
フルマラソン壮年男子50歳代 102 2105 林　壯一 ﾊﾔｼ ｿｳｲﾁ  3:55:19 千葉県
フルマラソン壮年男子50歳代 103 2002 小原　朗嗣 ｵﾊﾞﾗ ﾘｮｳｼﾞ  3:55:20 走・はっぴい 滋賀県
フルマラソン壮年男子50歳代 104 2171 渡邉　徳幸 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉﾘﾕｷ  3:55:23 軽井沢ＮＲＣ 上田市
フルマラソン壮年男子50歳代 105 1970 藤井　教夫 ﾌｼﾞｲ ﾉﾘｵ  3:55:27 京都府
フルマラソン壮年男子50歳代 106 2311 木次　朝日 ｷﾂｷﾞ ｱｻﾋ  3:56:01 走ってみる会？ 佐久市
フルマラソン壮年男子50歳代 107 1974 小高　泰士 ｵﾀﾞｶ ﾔｽｼ  3:56:06 東京都
フルマラソン壮年男子50歳代 108 2244 小林　重雄 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｹﾞｵ  3:56:23 長野市
フルマラソン壮年男子50歳代 109 2113 萩原　憲治 ﾊｷﾞﾜﾗ ｹﾝｼﾞ  3:56:48 松本市
フルマラソン壮年男子50歳代 110 2217 北村　文彰 ｷﾀﾑﾗ ﾌﾐｱｷ  3:57:02 千葉県
フルマラソン壮年男子50歳代 111 2115 上原　大司 ｳｴﾊﾗ ﾀﾞｲｼﾞ  3:57:08 長野計器 上田市
フルマラソン壮年男子50歳代 112 2192 中野　克彦 ﾅｶﾉ ｶﾂﾋｺ  3:57:19 おやきの富田 静岡県
フルマラソン壮年男子50歳代 113 320 荻原　健 ｵｷﾞﾊﾗ ﾀｹﾙ  3:57:34 埼玉県
フルマラソン壮年男子50歳代 114 2234 川島　修 ｶﾜｼﾏ ｵｻﾑ  3:57:39 群馬県
フルマラソン壮年男子50歳代 115 2320 中嶋　敦 ﾅｶｼﾞﾏ ｱﾂｼ  3:58:25 神奈川県
フルマラソン壮年男子50歳代 116 1932 桑島　誠 ｸﾜｼﾏ ﾏｺﾄ  3:58:34 フル百回楽走会 栃木県
フルマラソン壮年男子50歳代 117 2013 市川　洋成 ｲﾁｶﾜ ﾋﾛﾅﾘ  3:58:52 賛美歌１３番 長野市
フルマラソン壮年男子50歳代 118 2210 藤ヶ谷　和弘 ﾌｼﾞｶﾞﾔ ｶｽﾞﾋﾛ  3:58:55 焼津港町ブルース 静岡県
フルマラソン壮年男子50歳代 119 2017 中澤　敬 ﾅｶｻﾞﾜ ｻﾄｼ  3:58:59 ＮＥＣ玉川 神奈川県
フルマラソン壮年男子50歳代 120 2089 加藤　幸仁 ｶﾄｳ ﾕｷﾋﾄ  3:59:26 愛知県
フルマラソン壮年男子50歳代 121 2118 岩崎　徹 ｲﾜｻｷ ﾄｵﾙ  3:59:37 千葉県
フルマラソン壮年男子50歳代 122 2095 松井　信雄 ﾏﾂｲ ﾉﾌﾞｵ  3:59:49 東京都
フルマラソン壮年男子50歳代 123 2221 西田　幸一 ﾆｼﾀﾞ ｺｳｲﾁ  4:00:03 千葉県
フルマラソン壮年男子50歳代 124 2026 樽田　サブ ﾀﾙﾀ ｻﾌﾞ  4:00:11 タルタ動物病院卓球部 長野市
フルマラソン壮年男子50歳代 125 2281 阪井　徹史 ｻｶｲ ﾃﾂｼﾞ  4:00:16 東京都
フルマラソン壮年男子50歳代 126 330 大井　尚紀 ｵｵｲ ﾅｵｷ  4:00:50 ＨＩＯＫＩ 坂城町
フルマラソン壮年男子50歳代 127 2309 櫻井　和利 ｻｸﾗｲ ｶｽﾞﾄｼ  4:01:10 新潟県
フルマラソン壮年男子50歳代 128 2093 坂井　隆 ｻｶｲ ﾀｶｼ  4:01:19 東京都
フルマラソン壮年男子50歳代 129 2025 柳沢　潤一 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ  4:01:28 長野運送 長野市
フルマラソン壮年男子50歳代 130 1972 田代　満 ﾀｼﾛ ﾐﾂﾙ  4:02:50 神奈川県
フルマラソン壮年男子50歳代 131 2316 下野　克巳 ｼﾀﾉ ｶﾂﾐ  4:03:26 岐阜県
フルマラソン壮年男子50歳代 132 2126 塚田　透 ﾂｶﾀﾞ ﾄｵﾙ  4:03:48 長野吉田工業 坂城町
フルマラソン壮年男子50歳代 133 2106 谷口　健一 ﾀﾆｸﾞﾁ ｹﾝｲﾁ  4:03:49 関西電力 兵庫県
フルマラソン壮年男子50歳代 134 2299 中村　建二 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｼﾞ  4:03:53 大町市
フルマラソン壮年男子50歳代 135 2161 ツィラー　ステファン ﾂｨﾗｰ ｽﾃﾌｧﾝ  4:04:21 東京都
フルマラソン壮年男子50歳代 136 2157 垣内　信二 ｶｷｳﾁ ｼﾝｼﾞ  4:04:36 小牧特別支援学校 愛知県
フルマラソン壮年男子50歳代 137 1950 吉田　一美 ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞﾐ  4:05:02 下野ＲＣ 栃木県
フルマラソン壮年男子50歳代 138 2261 小川原　均 ｵｶﾞﾜﾗ ﾋﾄｼ  4:05:11 安曇野市
フルマラソン壮年男子50歳代 139 1931 太田　博久 ｵｵﾀ ﾋﾛﾋｻ  4:05:17 岡谷市
フルマラソン壮年男子50歳代 140 2205 葦澤　芳博 ｱｼｻﾞﾜ ﾖｼﾋﾛ  4:06:17 中走健 愛知県
フルマラソン壮年男子50歳代 141 346 原　秀二 ﾊﾗ ｼｭｳｼﾞ  4:06:48 ファンランエアーズ 富山県
フルマラソン壮年男子50歳代 142 2079 中澤　至 ﾅｶｻﾞﾜ ｲﾀﾙ  4:06:55 バンバンクラブ 千葉県
フルマラソン壮年男子50歳代 143 2020 河合　雅彦 ｶﾜｲ ﾏｻﾋｺ  4:07:14 東京都
フルマラソン壮年男子50歳代 144 321 水上　八彦 ﾐｽﾞｶﾐ ﾊﾂﾋｺ  4:07:25 グランシエル 岐阜県
フルマラソン壮年男子50歳代 145 2032 巽　浩之 ﾀﾂﾐ ﾋﾛﾕｷ  4:07:43 シムテック 神奈川県
フルマラソン壮年男子50歳代 146 2322 横山　豊明 ﾖｺﾔﾏ ﾄﾖｱｷ  4:07:57 富山県
フルマラソン壮年男子50歳代 147 2233 佐々木　重美 ｻｻｷ ｼｹﾞﾐ  4:08:11 愛知県
フルマラソン壮年男子50歳代 148 1954 佐々木　幸男 ｻｻｷ ﾕｷｵ  4:08:24 埼玉県
フルマラソン壮年男子50歳代 149 2078 藤井　徹 ﾌｼﾞｲ ﾄｵﾙ  4:09:12 ランチパック倶楽部 千葉県
フルマラソン壮年男子50歳代 150 1941 石井　彰 ｲｼｲ ｱｷﾗ  4:09:13 長野市
フルマラソン壮年男子50歳代 151 1935 林　啓 ﾊﾔｼ ｹｲ  4:09:13 埼玉県
フルマラソン壮年男子50歳代 152 2015 清家　祐司 ｾｲｹ ﾕｳｼﾞ  4:09:16 京都府
フルマラソン壮年男子50歳代 153 2255 小池　宏司 ｺｲｹ ﾋﾛｼ  4:09:47 長野市
フルマラソン壮年男子50歳代 154 2263 岩瀬　栄一 ｲﾜｾ ｴｲｲﾁ  4:09:51 野村證券株式会社 神奈川県
フルマラソン壮年男子50歳代 155 1978 山田　清朝 ﾔﾏﾀﾞ ｷﾖﾄﾓ  4:09:58 兵庫県
フルマラソン壮年男子50歳代 156 2246 山口　昌彦 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾋｺ  4:10:06 上伊那普及センター 松本市
フルマラソン壮年男子50歳代 157 2223 南川　三千浩 ﾐﾅﾐｶﾜ ﾐﾁﾋﾛ  4:10:23 おやじッチ 福井県
フルマラソン壮年男子50歳代 158 2082 川本　健一 ｶﾜﾓﾄ ｹﾝｲﾁ  4:10:38 兵庫県
フルマラソン壮年男子50歳代 159 1943 北村　博 ｷﾀﾑﾗ ﾋﾛｼ  4:10:45 雄翔会ＮＲＣ 長野市
フルマラソン壮年男子50歳代 160 2164 岩渕　繁明 ｲﾜﾌﾞﾁ ｼｹﾞｱｷ  4:11:26 香渚里ＡＣ 新潟県
フルマラソン壮年男子50歳代 161 1917 松浦　正起 ﾏﾂｳﾗ ﾏｻｷ  4:11:58 ☆ＮＴＴ西日本ＡＰ 愛知県
フルマラソン壮年男子50歳代 162 2058 荒井　信貴 ｱﾗｲ ﾉﾌﾞﾀｶ  4:12:08 東京都
フルマラソン壮年男子50歳代 163 2124 高木　秀夫 ﾀｶｷﾞ ﾋﾃﾞｵ  4:12:40 長野南高校 長野市
フルマラソン壮年男子50歳代 164 2158 波多野　守男 ﾊﾀﾉ ﾓﾘｵ  4:12:48 松本市
フルマラソン壮年男子50歳代 165 2004 櫻井　武夫 ｻｸﾗｲ ﾀｹｵ  4:12:57 エフバイエー中野 山ノ内町
フルマラソン壮年男子50歳代 166 2039 磯部　謙二 ｲｿﾍﾞ ｹﾝｼﾞ  4:13:13 愛知県
フルマラソン壮年男子50歳代 167 2232 山崎　仁志 ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾄｼ  4:13:47 フル百回楽走会 神奈川県
フルマラソン壮年男子50歳代 168 2090 藤田　清 ﾌｼﾞﾀ ｷﾖｼ  4:13:59 中津川 岐阜県
フルマラソン壮年男子50歳代 169 2005 中谷　隆秀 ﾅｶﾀﾆ ﾀｶﾋﾃﾞ  4:14:16 長野県生協連合会 長野市
フルマラソン壮年男子50歳代 170 1948 羽根田　章 ﾊﾈﾀﾞ ｱｷﾗ  4:14:29 松本市
フルマラソン壮年男子50歳代 171 1997 古橋　孝敏 ﾌﾙﾊｼ ﾀｶﾄｼ  4:14:53 よんろく倶楽部 静岡県
フルマラソン壮年男子50歳代 172 2250 菊地　靖 ｷｸﾁ ﾔｽｼ  4:15:24 大高ＣＲＳ 愛知県
フルマラソン壮年男子50歳代 173 2189 古川　万寿夫 ﾌﾙｶﾜ ﾏｽｵ  4:15:32 うさぎクラブ 長野市
フルマラソン壮年男子50歳代 174 1965 北沢　喜一 ｷﾀｻﾞﾜ ｷｲﾁ  4:15:56 茅野楽走会 茅野市
フルマラソン壮年男子50歳代 175 2183 山本　隆一 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳｲﾁ  4:16:22 松本市
フルマラソン壮年男子50歳代 176 2006 上條　徳善 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾉﾘﾖｼ  4:16:57 長野市
フルマラソン壮年男子50歳代 177 329 小野田　賀津夫 ｵﾉﾀﾞ ｶｽﾞｵ  4:17:07 浜松ホトニクス 静岡県
フルマラソン壮年男子50歳代 178 2323 宮田　俊一 ﾐﾔﾀ ｼｭﾝｲﾁ  4:17:34 松川村
フルマラソン壮年男子50歳代 179 2145 本田　英樹 ﾎﾝﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ  4:17:36 岐阜県
フルマラソン壮年男子50歳代 180 2109 齋藤　長生 ｻｲﾄｳ ﾀｹｵ  4:18:01 森永乳業 埼玉県
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フルマラソン壮年男子50歳代 181 1904 蘆澤　則文 ｱｼｻﾞﾜ ﾉﾘﾌﾐ  4:18:20 ウサギとカメ 上松町
フルマラソン壮年男子50歳代 182 2083 益子　洋三 ﾏｼｺ ﾖｳｿﾞｳ  4:18:33 クローバーホームズ株 東京都
フルマラソン壮年男子50歳代 183 2069 平井　秀徳 ﾋﾗｲ ﾋﾃﾞﾉﾘ  4:20:03 ＭＡＹＵＣＨ 静岡県
フルマラソン壮年男子50歳代 184 2108 林　和明 ﾊﾔｼ ｶｽﾞｱｷ  4:20:32 新潟綜合警備保障 新潟県
フルマラソン壮年男子50歳代 185 2227 鈴木　真佐司 ｽｽﾞｷ ﾏｻｼ  4:20:37 安曇野ひとり自転車部 安曇野市
フルマラソン壮年男子50歳代 186 2127 安間　慎一 ﾔｽﾏ ｼﾝｲﾁ  4:20:41 静岡県
フルマラソン壮年男子50歳代 187 2216 平賀　貴人 ﾋﾗｶﾞ ﾀｶﾄ  4:21:15 にこにこランド 愛知県
フルマラソン壮年男子50歳代 188 2085 堀江　一郎 ﾎﾘｴ ｲﾁﾛｰ  4:21:34 東京都
フルマラソン壮年男子50歳代 189 2074 中林　隆志 ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾀｶｼ  4:21:37 神奈川県
フルマラソン壮年男子50歳代 190 2086 渡邊　健一 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝｲﾁ  4:21:50 安曇野市
フルマラソン壮年男子50歳代 191 2053 王　志強 ｵｳ ｼｷｮｳ  4:21:52 東京都
フルマラソン壮年男子50歳代 192 2010 町田　俊幸 ﾏﾁﾀﾞ ﾄｼﾕｷ  4:22:05 ＫＫＣ 神奈川県
フルマラソン壮年男子50歳代 193 2268 井山　尚記 ｲﾔﾏ ﾅｵｷ  4:22:36 ＦＲホリデー 富山県
フルマラソン壮年男子50歳代 194 2206 河野　欣 ｺｳﾉ ﾔｽｼ  4:22:42 愛知県
フルマラソン壮年男子50歳代 195 2286 丸山　孝文 ﾏﾙﾔﾏ ﾀｶﾌﾐ  4:22:47 Ｔ＆Ｙ　ＲＣ 神奈川県
フルマラソン壮年男子50歳代 196 2288 植辻　康二 ｳｴﾂｼﾞ ｺｳｼﾞ  4:22:49 泉州山岳会 大阪府
フルマラソン壮年男子50歳代 197 2256 松村　豊樹 ﾏﾂﾑﾗ ﾄﾖｷ  4:22:55 神奈川県
フルマラソン壮年男子50歳代 198 2302 山賀　博通 ﾔﾏｶﾞ ﾋﾛﾕｷ  4:23:21 東京都
フルマラソン壮年男子50歳代 199 2159 山中　敦夫 ﾔﾏﾅｶ ｱﾂｵ  4:23:43 東京都
フルマラソン壮年男子50歳代 200 2084 今枝　進 ｲﾏｴﾀﾞ ｽｽﾑ  4:24:00 愛知県
フルマラソン壮年男子50歳代 201 1944 春日　一郎 ｶｽｶﾞ ｲﾁﾛｳ  4:24:04 イワサキビーアイ 長野市
フルマラソン壮年男子50歳代 202 1961 樋口　圭一 ﾋｸﾞﾁ ｹｲｲﾁ  4:24:12 長野市
フルマラソン壮年男子50歳代 203 1973 山中　光雄 ﾔﾏﾅｶ ﾐﾂｵ  4:24:23 川上村
フルマラソン壮年男子50歳代 204 1922 高山　巌 ﾀｶﾔﾏ ｲﾜｵ  4:24:38 フラワーホーム 埼玉県
フルマラソン壮年男子50歳代 205 2187 岡村　敏一 ｵｶﾑﾗ ﾄｼｲﾁ  4:25:04 らん林らん友 安曇野市
フルマラソン壮年男子50歳代 206 2235 古沢　博史 ﾌﾙｻﾜ ﾋﾛｼ  4:25:16 ＲＬＭＲＵＮ 伊那市
フルマラソン壮年男子50歳代 207 2096 西江　雅仁 ﾆｼｴ ﾏｻﾋﾄ  4:25:36 ベルマーレランニング 神奈川県
フルマラソン壮年男子50歳代 208 1962 岡本　貴夫 ｵｶﾓﾄ ﾀｶｵ  4:25:42 岐阜県
フルマラソン壮年男子50歳代 209 315 高木　学 ﾀｶｷﾞ ﾏﾅﾌﾞ  4:26:33 きたながのＲＣ 中野市
フルマラソン壮年男子50歳代 210 2193 石崎　敏明 ｲｼｻﾞｷ ﾄｼｱｷ  4:26:43 アムンディ 東京都
フルマラソン壮年男子50歳代 211 1939 山木　清孝 ﾔﾏｷ ｷﾖﾀｶ  4:27:23 八王子松木中 東京都
フルマラソン壮年男子50歳代 212 2215 藤井　泰久 ﾌｼﾞｲ ﾔｽﾋｻ  4:28:33 ハナビシＲＣ 富山県
フルマラソン壮年男子50歳代 213 2087 中村　哲也 ﾅｶﾑﾗ ﾃﾂﾔ  4:28:34 岐阜県
フルマラソン壮年男子50歳代 214 316 高杉　等 ﾀｶｽｷﾞ ﾋﾄｼ  4:28:35 ＧＳＫ 千葉県
フルマラソン壮年男子50歳代 215 2270 三浦　清人 ﾐｳﾗ ｷﾖﾄ  4:29:40 松本市
フルマラソン壮年男子50歳代 216 2243 相古　和裕 ｿｳｺ ｶｽﾞﾋﾛ  4:29:45 石川県
フルマラソン壮年男子50歳代 217 2248 木野　富康 ｷﾉ ﾄﾐﾔｽ  4:29:54 愛知県
フルマラソン壮年男子50歳代 218 1990 津田　賢二 ﾂﾀﾞ ｹﾝｼﾞ  4:30:00 東京都
フルマラソン壮年男子50歳代 219 2099 小林　三千男 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾁｵ  4:30:07 シャイニングスター 茅野市
フルマラソン壮年男子50歳代 220 2254 志水　章彦 ｼﾐｽﾞ ｱｷﾋｺ  4:31:12 薮原高原走ろう会 木祖村
フルマラソン壮年男子50歳代 221 2121 菅沼　行徳 ｽｶﾞﾇﾏ ﾕｷﾉﾘ  4:31:34 長野市
フルマラソン壮年男子50歳代 222 2209 山本　茂 ﾔﾏﾓﾄ ｼｹﾞﾙ  4:31:56 松本市
フルマラソン壮年男子50歳代 223 1916 林　純隆 ﾊﾔｼ ｽﾐﾀｶ  4:32:39 松本市
フルマラソン壮年男子50歳代 224 331 飯田　義仁 ｲｲﾀﾞ ﾖｼﾋﾄ  4:33:07 東日本 岐阜県
フルマラソン壮年男子50歳代 225 1979 岩原　久三 ｲﾜﾊﾗ ﾋｻﾐﾂ  4:33:21 フレックスＲＣ 上田市
フルマラソン壮年男子50歳代 226 2308 上條　修 ｶﾐｼﾞｮｳ ｵｻﾑ  4:33:42 松本すすき川走る会 松本市
フルマラソン壮年男子50歳代 227 1912 金田　弘之 ｶﾈﾀﾞ ﾋﾛﾕｷ  4:34:04 トーヨークリエイト 長野市
フルマラソン壮年男子50歳代 228 2071 宮部　圭司 ﾐﾔﾍﾞ ｹｲｼ  4:34:21 滋賀県
フルマラソン壮年男子50歳代 229 2112 飯塚　良一 ｲｲﾂﾞｶ ﾘｮｳｲﾁ  4:34:33 千曲市
フルマラソン壮年男子50歳代 230 2029 杉山　順一 ｽｷﾞﾔﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ  4:34:41 神奈川県
フルマラソン壮年男子50歳代 231 2251 清水　義之 ｼﾐｽﾞ ﾖｼﾕｷ  4:34:44 長野市
フルマラソン壮年男子50歳代 232 2293 丸山　斉 ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾄｼ  4:34:52 長野市
フルマラソン壮年男子50歳代 233 1995 伊藤　博 ｲﾄｳ ﾋﾛｼ  4:35:36 高周波工業 神奈川県
フルマラソン壮年男子50歳代 234 2185 朝倉　浩司 ｱｻｸﾗ ﾋﾛｼ  4:35:56 ＮＷＡＣ 東京都
フルマラソン壮年男子50歳代 235 2094 笹原　清和 ｻｻﾊﾗ ｷﾖｶｽﾞ  4:36:06 福井県
フルマラソン壮年男子50歳代 236 348 小松　俊一 ｺﾏﾂ ｼｭﾝｲﾁ  4:36:13 ちばぎんＲＣ 千葉県
フルマラソン壮年男子50歳代 237 2328 遠藤　智久 ｴﾝﾄﾞｳ ﾄﾓﾋｻ  4:36:27 ホルモン山岳会 長野市
フルマラソン壮年男子50歳代 238 2271 竹田　秀典 ﾁｸﾀﾞ ﾋﾃﾞﾉﾘ  4:36:48 雄翔会ＩＲＣ 新潟県
フルマラソン壮年男子50歳代 239 2045 石山　尚志 ｲｼﾔﾏ ﾋｻﾕｷ  4:36:59 サルスベリ 須坂市
フルマラソン壮年男子50歳代 240 2024 妹尾　宏二 ｾﾉｵ ｺｳｼﾞ  4:37:07 奈良県
フルマラソン壮年男子50歳代 241 2237 大屋　昭浩 ｵｵﾔ ｱｷﾋﾛ  4:37:11 長野市
フルマラソン壮年男子50歳代 242 2284 美齊津　智 ﾐｻｲﾂﾞ ｻﾄｼ  4:37:35 下諏訪町
フルマラソン壮年男子50歳代 243 2041 星野　浩一 ﾎｼﾉ ｺｳｲﾁ  4:37:49 静岡県
フルマラソン壮年男子50歳代 244 2304 秋豆　朗 ｱｷｽﾞ ｱｷﾗ  4:38:43 大里浄水場陸上部 三重県
フルマラソン壮年男子50歳代 245 2018 昌山　秀隆 ﾏｻﾔﾏ ﾋﾃﾞﾀｶ  4:38:49 シルクロード 愛知県
フルマラソン壮年男子50歳代 246 2182 比留間　修 ﾋﾙﾏ ｵｻﾑ  4:39:22 埼玉県
フルマラソン壮年男子50歳代 247 1989 竹内　正一 ﾀｹｳﾁ ﾏｻｶｽﾞ  4:39:59 くららん 長野市
フルマラソン壮年男子50歳代 248 2198 佐藤　賢二 ｻﾄｳ ｹﾝｼﾞ  4:40:25 愛知県
フルマラソン壮年男子50歳代 249 2266 鈴木　正彦 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾋｺ  4:40:29 愛知県
フルマラソン壮年男子50歳代 250 2033 緒方　佳之 ｵｶﾞﾀ ﾖｼﾕｷ  4:40:48 東京都
フルマラソン壮年男子50歳代 251 2306 高野　和也 ﾀｶﾉ ｶｽﾞﾔ  4:41:04 長野市
フルマラソン壮年男子50歳代 252 308 山浦　昭男 ﾔﾏｳﾗ ｱｷｵ  4:41:10 飯綱町
フルマラソン壮年男子50歳代 253 1983 石坂　敬 ｲｼｻﾞｶ ｹｲ  4:41:27 神奈川県
フルマラソン壮年男子50歳代 254 2034 嶋村　幸吉 ｼﾏﾑﾗ ｺｳｷﾁ  4:42:08 内川サンライズ 石川県
フルマラソン壮年男子50歳代 255 1991 黒川　直人 ｸﾛｶﾜ ﾅｵﾋﾄ  4:43:05 牡丹胡椒【大辛】 長野市
フルマラソン壮年男子50歳代 256 2035 高橋　勝美 ﾀｶﾊｼ ｶﾂﾐ  4:43:29 埼玉県
フルマラソン壮年男子50歳代 257 2092 浅野　勝洋 ｱｻﾉ ﾏｻﾋﾛ  4:43:43 チーム４３１ 東京都
フルマラソン壮年男子50歳代 258 1977 相良　功 ｻｶﾞﾗ ｲｻｵ  4:43:45 富士ビジネス 山梨県
フルマラソン壮年男子50歳代 259 1988 洞口　恭一 ﾎﾗｸﾞﾁ ｷｮｳｲﾁ  4:44:12 岐阜県
フルマラソン壮年男子50歳代 260 2036 永田　英一郎 ﾅｶﾞﾀ ｴｲｲﾁﾛｳ  4:44:20 東京都
フルマラソン壮年男子50歳代 261 2204 中尾　忠嗣 ﾅｶｵ ﾀﾀﾞｼ  4:44:34 兵庫県
フルマラソン壮年男子50歳代 262 1918 宮沢　秋三 ﾐﾔｻﾞﾜ ｼｭｳｿﾞｳ  4:44:34 サンキュースポーツクラブ 佐久市
フルマラソン壮年男子50歳代 263 2151 峯村　和也 ﾐﾈﾑﾗ ｶｽﾞﾔ  4:44:46 長野市
フルマラソン壮年男子50歳代 264 2107 佐藤　輝雄 ｻﾄｳ ﾃﾙｵ  4:45:08 ちひろ 長野市
フルマラソン壮年男子50歳代 265 1993 小林　博光 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾐﾂ  4:45:34 長野市
フルマラソン壮年男子50歳代 266 2231 大前　一雄 ｵｵﾏｴ ｶｽﾞｵ  4:45:41 長野市
フルマラソン壮年男子50歳代 267 2315 野々村　晋也 ﾉﾉﾑﾗ ｼﾝﾔ  4:46:31 東京都
フルマラソン壮年男子50歳代 268 2054 鈴木　浩二 ｽｽﾞｷ ｺｳｼﾞ  4:46:59 愛知県
フルマラソン壮年男子50歳代 269 2247 小原　悟 ｵﾊﾞﾗ ｻﾄﾙ  4:47:04 長野市
フルマラソン壮年男子50歳代 270 1902 長沢　雅史 ﾅｶﾞｻﾜ ﾏｻｼ  4:47:16 ＳＮＳＰ 大町市
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フルマラソン壮年男子50歳代 271 2212 青柳　和典 ｱｵﾔｷﾞ ｶｽﾞﾉﾘ  4:47:28 東京都教委 東京都
フルマラソン壮年男子50歳代 272 2068 本阿弥　均 ﾎﾝｱﾐ ﾋﾄｼ  4:48:56 東京都
フルマラソン壮年男子50歳代 273 2131 羽入田　茂 ﾊﾆｭｳﾀﾞ ｼｹﾞﾙ  4:49:02 ＫＲＣ 愛知県
フルマラソン壮年男子50歳代 274 2050 中原　睦喜 ﾅｶﾊﾗ ﾑﾂｷ  4:49:02 安曇野市
フルマラソン壮年男子50歳代 275 2123 新村　浩 ｼﾝﾑﾗ ﾋﾛｼ  4:49:24 アイシン精機 愛知県
フルマラソン壮年男子50歳代 276 2063 菊地　昭一 ｷｸﾁ ｼｮｳｲﾁ  4:49:27 きたながのＲＣ 長野市
フルマラソン壮年男子50歳代 277 1951 桃澤　健司 ﾓﾓｻﾞﾜ ｹﾝｼﾞ  4:49:31 信州トレマン 長野市
フルマラソン壮年男子50歳代 278 2290 竹内　顕 ﾀｹｳﾁ ｱｷﾗ  4:50:20 長野市
フルマラソン壮年男子50歳代 279 2174 伊藤　元昭 ｲﾄｳ ﾓﾄｱｷ  4:51:30 ＳＬＯＷＤＡＮＣＥＲ 愛知県
フルマラソン壮年男子50歳代 280 2014 田見　保 ﾀﾐ ﾀﾓﾂ  4:52:30 安曇野市
フルマラソン壮年男子50歳代 281 2172 船渡川　誠 ﾌﾅﾄｶﾞﾜ ﾏｺﾄ  4:52:33 フル百回楽走会 千葉県
フルマラソン壮年男子50歳代 282 1957 礒本　良則 ｲｿﾓﾄ ﾖｼﾉﾘ  4:52:39 山仲間 広島県
フルマラソン壮年男子50歳代 283 2160 茂木　淳 ﾓｷﾞ ｱﾂｼ  4:53:03 オカモエンジニア 須坂市
フルマラソン壮年男子50歳代 284 2076 坂本　哲雄 ｻｶﾓﾄ ﾃﾂｵ  4:53:12 山梨県
フルマラソン壮年男子50歳代 285 1929 徳永　洋一 ﾄｸﾅｶﾞ ﾖｳｲﾁ  4:53:44 駝鳥倶楽部 長野市
フルマラソン壮年男子50歳代 286 2211 山岸　篤 ﾔﾏｷﾞｼ ｱﾂｼ  4:53:50 長野ろうきん 長野市
フルマラソン壮年男子50歳代 287 2130 渡辺　紳一郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝｲﾁﾛｳ  4:54:14 千葉県
フルマラソン壮年男子50歳代 288 2225 西沢　茂 ﾆｼｻﾞﾜ ｼｹﾞﾙ  4:54:35 富士電機大崎 東京都
フルマラソン壮年男子50歳代 289 2088 田中　利幸 ﾀﾅｶ ﾄｼﾕｷ  4:55:07 埼玉県
フルマラソン壮年男子50歳代 290 1928 佐藤　正成 ｻﾄｳ ﾏｻﾅﾘ  4:55:09 今井物産 諏訪市
フルマラソン壮年男子50歳代 291 2097 生田　浩 ｲｸﾀ ﾋﾛｼ  4:55:11 まゆかすまさる 愛知県
フルマラソン壮年男子50歳代 292 2027 青木　道之 ｱｵｷ ﾐﾁﾕｷ  4:55:28 オフィスｋ２ 広島県
フルマラソン壮年男子50歳代 293 2011 相澤　康雄 ｱｲｻﾞﾜ ﾔｽｵ  4:55:45 メディセオ 神奈川県
フルマラソン壮年男子50歳代 294 2279 宮道　利典 ﾐﾔﾐﾁ ﾄｼﾉﾘ  4:56:22 岐阜県
フルマラソン壮年男子50歳代 295 301 江藤　寛 ｴﾄｳ ﾋﾛｼ  4:56:26 あいち健康の森走遊会 愛知県
フルマラソン壮年男子50歳代 296 2080 浅川　正幸 ｱｻｶﾜ ﾏｻﾕｷ  4:57:01 長野市
フルマラソン壮年男子50歳代 297 2037 川村　直樹 ｶﾜﾑﾗ ﾅｵｷ  4:57:06 大町市
フルマラソン壮年男子50歳代 298 2038 岡田　宗 ｵｶﾀﾞ ｼｭｳ  4:57:43 石川県
フルマラソン壮年男子50歳代 299 2257 駒井　孝行 ｺﾏｲ ﾀｶﾕｷ  4:58:04 山梨県
フルマラソン壮年男子50歳代 300 1920 佐々木　祐之 ｻｻｷ ﾋﾛﾕｷ  4:58:06 栃木県
フルマラソン壮年男子50歳代 301 2220 中山　亮 ﾅｶﾔﾏ ｱｷﾗ  4:58:07 兵庫県
フルマラソン壮年男子50歳代 302 2313 狩野　慎治 ｶﾉｳ ｼﾝｼﾞ  4:58:15 あづみ野テレビ 大町市
フルマラソン壮年男子50歳代 303 1925 溝淵　智一 ﾐｿﾞﾌﾞﾁ ﾉﾘｶｽﾞ  4:58:25 トリトンラン 京都府
フルマラソン壮年男子50歳代 304 2044 山田　喜嗣 ﾔﾏﾀﾞ ﾖｼﾂｸﾞ  4:58:32 愛知県
フルマラソン壮年男子50歳代 305 2207 梶原　千晴 ｶｼﾞﾊﾗ ﾁﾊﾙ  4:58:33 潮風ランナーズ 山梨県
フルマラソン壮年男子50歳代 306 2066 島崎　公明 ｼﾏｻﾞｷ ｷﾐｱｷ  4:58:55 キジマ 木島平村
フルマラソン壮年男子50歳代 307 2176 酒井　久芳 ｻｶｲ ﾋｻﾖｼ  4:59:08 滋賀県
フルマラソン壮年男子50歳代 308 2175 渡邉　信也 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝﾔ  4:59:36 山梨県
フルマラソン壮年男子50歳代 309 2043 中村　拓也 ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾔ  4:59:51 三重県
フルマラソン壮年男子50歳代 310 2259 山岸　章宏 ﾔﾏｷﾞｼ ｱｷﾋﾛ  5:00:55 原冷熱 駒ヶ根市
フルマラソン壮年男子50歳代 311 2277 加門　宏荘 ｶﾓﾝ ｺｳｿﾞｳ  5:02:13 〒白馬郵便局 白馬村
フルマラソン壮年男子50歳代 312 2134 加藤　正人 ｶﾄｳ ﾏｻﾋﾄ  5:02:33 愛知県
フルマラソン壮年男子50歳代 313 2195 早崎　正信 ﾊﾔｻﾞｷ ﾏｻﾉﾌﾞ  5:02:33 岐阜県
フルマラソン壮年男子50歳代 314 2238 村上　龍治 ﾑﾗｶﾐ ﾘｭｳｼﾞ  5:03:20 神奈川県
フルマラソン壮年男子50歳代 315 2301 古畑　稔 ﾌﾙﾊﾀ ﾐﾉﾙ  5:03:23 松本市
フルマラソン壮年男子50歳代 316 1910 鈴木　学 ｽｽﾞｷ ﾏﾅﾌﾞ  5:04:50 松本市
フルマラソン壮年男子50歳代 317 2009 山本　匡彦 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾀﾞﾋｺ  5:07:03 古牧小学校 長野市
フルマラソン壮年男子50歳代 318 2091 堀越　修 ﾎﾘｺｼ ｵｻﾑ  5:07:44 東京都
フルマラソン壮年男子50歳代 319 2330 柳沢　明宣 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｱｷﾉﾘ  5:08:13 わしや 長野市
フルマラソン壮年男子50歳代 320 1937 平原　泰広 ﾋﾗﾊﾗ ﾔｽﾋﾛ  5:08:35 神奈川県
フルマラソン壮年男子50歳代 321 317 浅品　孝史 ｱｻｼﾅ ﾀｶｼ  5:09:32 長野観光走泳会 長野市
フルマラソン壮年男子50歳代 322 2001 島田　勝人 ｼﾏﾀﾞ ﾏｻﾄ  5:10:42 茅野市
フルマラソン壮年男子50歳代 323 2051 松尾　明彦 ﾏﾂｵ ｱｷﾋｺ  5:10:51 ＮＴＴデータ 安曇野市
フルマラソン壮年男子50歳代 324 2203 栗原　章浩 ｸﾘﾊﾗ ｱｷﾋﾛ  5:10:52 松川町
フルマラソン壮年男子50歳代 325 2133 長島　弘 ﾅｶﾞｼﾏ ﾋﾛｼ  5:12:18 神奈川県
フルマラソン壮年男子50歳代 326 1971 新井　憲一 ｱﾗｲ ｹﾝｲﾁ  5:12:35 長通走 長野市
フルマラソン壮年男子50歳代 327 2269 小山　雅也 ｺﾔﾏ ﾏｻﾔ  5:13:48 月桂冠甲信越 千葉県
フルマラソン壮年男子50歳代 328 2167 秋田　幸信 ｱｷﾀ ﾕｷﾉﾌﾞ  5:14:29 菱三工業 愛知県
フルマラソン壮年男子50歳代 329 2213 山本　新一 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾝｲﾁ  5:14:45 長野市
フルマラソン壮年男子50歳代 330 2314 天野　学 ｱﾏﾉ ﾏﾅﾌﾞ  5:15:53 Ｒ．Ｃ．ＺＥＲＯ 塩尻市
フルマラソン壮年男子50歳代 331 1906 橋爪　俊明 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾄｼｱｷ  5:16:05 岡谷市
フルマラソン壮年男子50歳代 332 2326 一之瀬　康裕 ｲﾁﾉｾ ﾔｽﾋﾛ  5:17:42 上田市
フルマラソン壮年男子50歳代 333 2275 村上　和典 ﾑﾗｶﾐ ｶｽﾞﾉﾘ  5:19:02 箕輪町
フルマラソン壮年男子50歳代 334 2047 池田　一巳 ｲｹﾀﾞ ｶｽﾞﾐ  5:20:34 愛知県
フルマラソン壮年男子50歳代 335 2214 金田　康裕 ｶﾅﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ  5:21:06 シャチライン 愛知県
フルマラソン壮年男子50歳代 336 2278 依田　高志 ﾖﾀﾞ ﾀｶｼ  5:21:23 埼玉県
フルマラソン壮年男子50歳代 337 2300 北村　英明 ｷﾀﾑﾗ ﾋﾃﾞｱｷ  5:22:45 長野市
フルマラソン壮年男子50歳代 338 2177 佐藤　義行 ｻﾄｳ ﾖｼﾕｷ  5:23:34 安曇野市
フルマラソン壮年男子50歳代 339 2114 河野　雄二 ｺｳﾉ ﾕｳｼﾞ  5:24:35 山梨県
フルマラソン壮年男子50歳代 340 334 田村　浩 ﾀﾑﾗ ﾋﾛｼ  5:27:02 茨城県
フルマラソン壮年男子50歳代 341 2295 本山　眞一 ﾓﾄﾔﾏ ｼﾝｲﾁ  5:28:41 チームまるよし 埼玉県
フルマラソン壮年男子50歳代 342 2142 北村　博嗣 ｷﾀﾑﾗ ﾋﾛﾂｸﾞ  5:31:53 愛知県
フルマラソン壮年男子50歳代 343 2075 石川　忠幸 ｲｼｶﾜ ﾀﾀﾞﾕｷ  5:32:04 長野市
フルマラソン壮年男子50歳代 344 2141 箸方　恒雄 ﾊｼｶﾀ ﾂﾈｵ  5:33:12 神奈川県
フルマラソン壮年男子50歳代 345 2146 山根　正詞 ﾔﾏﾈ ｼｮｳｼﾞ  5:33:12 愛知県
フルマラソン壮年男子50歳代 346 1936 鈴木　正幸 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾕｷ  5:34:36 東京都
フルマラソン壮年男子50歳代 347 1947 小阪　明 ｺｻｶ ｱｷﾗ  5:35:20 コベルコシステム 兵庫県
フルマラソン壮年男子50歳代 348 2110 杉山　和久 ｽｷﾞﾔﾏ ｶｽﾞﾋｻ  5:35:34 東京都
フルマラソン壮年男子50歳代 349 2291 丸山　弘志 ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾛｼ  5:35:56 安曇野市
フルマラソン壮年男子50歳代 350 2191 後藤　哲範 ｺﾞﾄｳ ﾃﾂﾉﾘ  5:36:09 大阪府
フルマラソン壮年男子50歳代 351 1984 一之瀬　敏夫 ｲﾁﾉｾ ﾄｼｵ  5:36:26 並柳ＲＣ 松本市
フルマラソン壮年男子50歳代 352 344 野口　アキラ ﾉｸﾞﾁ ｱｷﾗ  5:36:53 メッツソフトウェア 東京都
フルマラソン壮年男子50歳代 353 2265 古厩　千真規 ﾌﾙﾏﾔ ﾁﾏｷ  5:37:09 塩尻市役所 塩尻市
フルマラソン壮年男子50歳代 354 1923 飯田　修 ｲｲﾀﾞ ｵｻﾑ  5:38:51 飯田市役所 飯田市
フルマラソン壮年男子50歳代 355 1946 須郷　弘 ｽｺﾞｳ ﾋﾛｼ  5:39:33 群馬県
フルマラソン壮年男子50歳代 356 2153 此村　高一郎 ｺﾉﾑﾗ ｺｳｲﾁﾛｳ  5:39:41 白馬村
フルマラソン壮年男子50歳代 357 2292 甘利　光治 ｱﾏﾘ ｺｳｼﾞ  5:41:21 甘利歯科 佐久市
フルマラソン壮年男子50歳代 358 2008 帶金　康祐 ｵﾋﾞｶﾈ ﾔｽｽｹ  5:41:53 帯金司法書士事務所 松川村
フルマラソン壮年男子50歳代 359 2229 鈴木　浩司 ｽｽﾞｷ ｺｳｼﾞ  5:43:06 ＳＴＥＰＵＰＭＩＮＤ 東京都
フルマラソン壮年男子50歳代 360 2199 池田　潤 ｲｹﾀﾞ ｼﾞｭﾝ  5:43:24 走れドラゴンズ 新潟県



種目名 種目順位 ｾﾞｯｹﾝ番号 氏名漢字 氏名ｶﾅ 印字タイム 所属ｸﾗﾌﾞ名 県名
フルマラソン壮年男子50歳代 361 2208 山元　竜生 ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾂｵ  5:44:13 近藤紡績 愛知県
フルマラソン壮年男子50歳代 362 1915 畑山　邦治 ﾊﾀｹﾔﾏ ｸﾆﾊﾙ  5:46:21 新潟県
フルマラソン壮年男子50歳代 363 1905 山崎　克則 ﾔﾏｻﾞｷ ｶﾂﾉﾘ  5:47:56 山哲一家三井組 松本市
フルマラソン壮年男子50歳代 364 2103 後藤　昭信 ｺﾞﾄｳ ｱｷﾉﾌﾞ  5:48:38 松本市
フルマラソン壮年男子50歳代 365 2070 栗原　清幸 ｸﾘﾊﾗ ｷﾖﾕｷ  5:48:52 栗原製網株式会社 三重県
フルマラソン壮年男子50歳代 366 1901 今村　廣利 ｲﾏﾑﾗ ﾋﾛﾄｼ  5:49:40 Ｔ．空～樹 長野市
フルマラソン壮年男子50歳代 367 2150 青木　一郎 ｱｵｷ ｲﾁﾛｳ  5:49:48 ＣＯＶＩＤＩＥＮ 大阪府
フルマラソン壮年男子50歳代 368 2119 齊藤　千春 ｻｲﾄｳ ﾁﾊﾙ  5:50:38 前橋トレラン部 埼玉県
フルマラソン壮年男子50歳代 369 1998 芹澤　秀海 ｾﾘｻﾞﾜ ﾋﾃﾞﾐ  5:51:31 日本シイエムケイ 松本市
フルマラソン壮年男子50歳代 370 1930 村田　一彦 ﾑﾗﾀ ｶｽﾞﾋｺ  5:52:22 東京都
フルマラソン壮年男子50歳代 371 2298 小嶌　勝也 ｺｼﾞﾏ ｶﾂﾔ  5:52:42 カネスエ 愛知県
フルマラソン壮年男子50歳代 372 2327 宮澤　郁生 ﾐﾔｻﾞﾜ ｲｸｵ  5:53:13 上越ＪＣＳ 新潟県
フルマラソン壮年男子50歳代 373 1913 高柳　好明 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾖｼｱｷ  5:53:54 愛知県
フルマラソン壮年男子50歳代 374 2312 佐藤　裕彦 ｻﾄｳ ﾔｽﾋｺ  5:54:08 上田ガス 上田市
フルマラソン壮年男子50歳代 375 1985 功刀　忠昭 ｸﾇｷﾞ ﾀﾀﾞｱｷ  5:57:55 山梨県
フルマラソン壮年男子50歳代 376 2289 加藤　丈博 ｶﾄｳ ﾀｹﾋﾛ  5:58:05 神奈川県
フルマラソン壮年男子50歳代 377 1996 西沢　孝俊 ﾆｼｻﾞﾜ ﾀｶﾄｼ  5:58:42 小川村
フルマラソン壮年男子50歳代 378 1908 金原　敏夫 ｷﾝﾊﾟﾗ ﾄｼｵ  6:00:55 愛知県



種目名 種目順位 ｾﾞｯｹﾝ番号 氏名漢字 氏名ｶﾅ 印字タイム 所属ｸﾗﾌﾞ名 県名
フルマラソン壮年男子60歳代 1 2498 石川　雅英 ｲｼｶﾜ ﾏｻﾋﾃﾞ  3:23:06 ティーファス 愛知県
フルマラソン壮年男子60歳代 2 2466 松本　俊文 ﾏﾂﾓﾄ ﾄｼﾌﾐ  3:24:58 国労長野 長野市
フルマラソン壮年男子60歳代 3 2417 岡部　伸 ｵｶﾍﾞ ｼﾝ  3:27:46 静岡県
フルマラソン壮年男子60歳代 4 2544 保科　清 ﾎｼﾅ ｷﾖｼ  3:32:21 佐久市
フルマラソン壮年男子60歳代 5 405 岩瀬　恵一 ｲﾜｾ ｹｲｲﾁ  3:33:20 滋賀マスターズ 滋賀県
フルマラソン壮年男子60歳代 6 2533 内河　誠 ｳﾁｶﾜ ﾏｺﾄ  3:34:48 上田市
フルマラソン壮年男子60歳代 7 409 森　茂雄 ﾓﾘ ｼｹﾞｵ  3:36:27 山梨県
フルマラソン壮年男子60歳代 8 2453 中田　穂積 ﾅｶﾀ ﾎﾂﾞﾐ  3:37:37 アースタック 東京都
フルマラソン壮年男子60歳代 9 2480 勝野　孝行 ｶﾂﾉ ﾀｶﾕｷ  3:42:02 長和町
フルマラソン壮年男子60歳代 10 2437 金井　忠雄 ｶﾅｲ ﾀﾀﾞｵ  3:45:54 金井溶工 上田市
フルマラソン壮年男子60歳代 11 2532 田島　英世 ﾀｼﾞﾏ ﾋﾃﾞﾖ  3:46:21 城下工業 千曲市
フルマラソン壮年男子60歳代 12 2441 苅宿　定夫 ｶﾘｼｭｸ ｻﾀﾞｵ  3:46:35 埼玉県
フルマラソン壮年男子60歳代 13 2451 村山　清治 ﾑﾗﾔﾏ ｾｲｼﾞ  3:48:10 千曲市
フルマラソン壮年男子60歳代 14 2542 小豆畑　博 ｱｽﾞﾊﾀ ﾋﾛｼ  3:48:39 軽井沢町
フルマラソン壮年男子60歳代 15 2478 木暮　恒男 ｷｸﾞﾚ ﾂﾈｵ  3:50:13 ＮＢＭＡ 長野市
フルマラソン壮年男子60歳代 16 2516 清尾　明人 ｾｲｵ ｱｷﾋﾄ  3:50:58 神奈川県
フルマラソン壮年男子60歳代 17 2402 小林　照雄 ｺﾊﾞﾔｼ ﾃﾙｵ  3:52:27 松川村
フルマラソン壮年男子60歳代 18 407 貝沼　俊秋 ｶｲﾇﾏ ﾄｼｱｷ  3:53:21 名城ＡＲＣ 愛知県
フルマラソン壮年男子60歳代 19 2510 奈川　喜人 ﾅｶﾞﾜ ﾖｼﾄ  3:54:51 アップルロード 飯田市
フルマラソン壮年男子60歳代 20 2428 竹平　令次朗 ﾀｹﾋﾗ ﾚｲｼﾞﾛｳ  3:59:01 松本市
フルマラソン壮年男子60歳代 21 2572 奥谷　保人 ｵｸﾔ ﾔｽﾋﾄ  3:59:01 ＦＡＪ 安曇野市
フルマラソン壮年男子60歳代 22 2563 鐘ヶ江　克 ｶﾈｶﾞｴ ﾏｻﾙ  3:59:25 愛知県
フルマラソン壮年男子60歳代 23 2438 高橋　優 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾙ  3:59:38 愛知県
フルマラソン壮年男子60歳代 24 411 三田　茂延 ｻﾝﾀ ｼｹﾞﾉﾌﾞ  3:59:48 長野マラソンクラブ 長野市
フルマラソン壮年男子60歳代 25 2447 鳥井　哲也 ﾄﾘｲ ﾃﾂﾔ  4:03:19 ＰＫＫ設備 神奈川県
フルマラソン壮年男子60歳代 26 412 吉田　洋介 ﾖｼﾀﾞ ﾖｳｽｹ  4:05:22 富士見町
フルマラソン壮年男子60歳代 27 2576 遠藤　賢一郎 ｴﾝﾄﾞｳ ｹﾝｲﾁﾛｳ  4:06:14 長野市
フルマラソン壮年男子60歳代 28 2444 岸本　正治 ｷｼﾓﾄ ﾏｻﾊﾙ  4:06:24 神奈川県
フルマラソン壮年男子60歳代 29 2503 浦谷　康彦 ｳﾗﾀﾆ ﾔｽﾋｺ  4:08:04 ビッチラン 広島県
フルマラソン壮年男子60歳代 30 2404 川北　寛 ｶﾜｷﾀ ﾕﾀｶ  4:09:36 大阪府
フルマラソン壮年男子60歳代 31 2484 村石　安治 ﾑﾗｲｼ ﾔｽｼﾞ  4:10:42 サルスベリ 須坂市
フルマラソン壮年男子60歳代 32 2571 土肥　和広 ﾄﾞｲ ｶｽﾞﾋﾛ  4:11:05 国土交通ＡＣ 富山県
フルマラソン壮年男子60歳代 33 2507 坂田　善幸 ｻｶﾀ ﾖｼﾕｷ  4:12:19 サルスベリ 須坂市
フルマラソン壮年男子60歳代 34 2435 神戸　和夫 ｺﾞｳﾄﾞ ｶｽﾞｵ  4:13:16 長野市
フルマラソン壮年男子60歳代 35 2502 真田　人美 ｻﾅﾀﾞ ﾋﾄﾐ  4:13:43 岸和田健康クラブ 大阪府
フルマラソン壮年男子60歳代 36 2535 小宮山　茂 ｺﾐﾔﾏ ｼｹﾞﾙ  4:13:49 ブリカマ 埼玉県
フルマラソン壮年男子60歳代 37 2408 荻窪　德也 ｵｷﾞｸﾎﾞ ﾄｸﾔ  4:14:03 松本市
フルマラソン壮年男子60歳代 38 2577 谷口　憲弘 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾉﾘﾋﾛ  4:17:11 石川県
フルマラソン壮年男子60歳代 39 408 谷本　恵司 ﾀﾆﾓﾄ ｹｲｼﾞ  4:17:23 大阪陸上競技協会 大阪府
フルマラソン壮年男子60歳代 40 2493 横山　道之 ﾖｺﾔﾏ ﾐﾁﾕｷ  4:17:37 チームパドック 静岡県
フルマラソン壮年男子60歳代 41 2458 蜂谷　薫 ﾊﾁﾔ ｶｵﾙ  4:17:49 滋賀県
フルマラソン壮年男子60歳代 42 2416 木下　善則 ｷﾉｼﾀ ﾖｼﾉﾘ  4:19:12 八王子富士森走友会 東京都
フルマラソン壮年男子60歳代 43 2547 三澤　良定 ﾐｻﾜ ﾖｼｻﾀﾞ  4:19:19 長野市
フルマラソン壮年男子60歳代 44 2487 角谷　直樹 ｽﾐﾔ ﾅｵｷ  4:19:57 愛知県
フルマラソン壮年男子60歳代 45 2589 池田　正男 ｲｹﾀﾞ ﾏｻｵ  4:20:08 長野市
フルマラソン壮年男子60歳代 46 2568 武藤　淳司 ﾑﾄｳ ｼﾞｭﾝｼﾞ  4:20:15 岐阜県
フルマラソン壮年男子60歳代 47 2550 内野　守司 ｳﾁﾉ ﾓﾘｼﾞ  4:21:00 埼玉県
フルマラソン壮年男子60歳代 48 2483 高瀬　弘 ﾀｶｾ ﾋﾛｼ  4:24:12 東京都
フルマラソン壮年男子60歳代 49 2559 井出　和利 ｲﾃﾞ ｶｽﾞﾄｼ  4:24:15 さくれつラン 小海町
フルマラソン壮年男子60歳代 50 2410 湯口　秀敏 ﾕｸﾞﾁ ﾋﾃﾞﾄｼ  4:24:46 カワキタ 埼玉県
フルマラソン壮年男子60歳代 51 2406 飯田　栄司 ｲｲﾀﾞ ｴｲｼﾞ  4:26:02 長野市
フルマラソン壮年男子60歳代 52 2420 鈴木　吉男 ｽｽﾞｷ ﾖｼｵ  4:26:28 中信健康友の会 松本市
フルマラソン壮年男子60歳代 53 2489 加貫　誠己 ｶﾂﾗ ﾏｻﾐ  4:26:35 加貫ローラ製作所 兵庫県
フルマラソン壮年男子60歳代 54 2523 成実　則行 ﾅﾙﾐ ﾉﾘﾕｷ  4:26:56 千葉県
フルマラソン壮年男子60歳代 55 2557 鈴木　学 ｽｽﾞｷ ﾏﾅﾌﾞ  4:27:51 でんでん虫 静岡県
フルマラソン壮年男子60歳代 56 2575 花上　明男 ﾊﾅｳｴ ｱｷｵ  4:30:00 神奈川県
フルマラソン壮年男子60歳代 57 2461 小泉　智海 ｺｲｽﾞﾐ ｻﾄﾐ  4:30:09 東京都
フルマラソン壮年男子60歳代 58 2585 峯村　卓 ﾐﾈﾑﾗ ﾀｶｼ  4:32:19 大町市
フルマラソン壮年男子60歳代 59 2454 小林　悟 ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾄﾙ  4:33:30 中野市
フルマラソン壮年男子60歳代 60 2579 濱口　幸治 ﾊﾏｸﾞﾁ ｺｳｼﾞ  4:36:04 横須賀鉄人魂会 神奈川県
フルマラソン壮年男子60歳代 61 402 佐藤　政雄 ｻﾄｳ ﾏｻｵ  4:38:01 佐倉走る会 千葉県
フルマラソン壮年男子60歳代 62 2405 丸山　純生 ﾏﾙﾔﾏ ｽﾐｵ  4:38:19 大町市役所 大町市
フルマラソン壮年男子60歳代 63 2564 高木　直樹 ﾀｶｷﾞ ﾅｵｷ  4:39:10 信州大学 長野市
フルマラソン壮年男子60歳代 64 2522 坂本　晴俊 ｻｶﾓﾄ ﾊﾙﾄｼ  4:39:41 東京都
フルマラソン壮年男子60歳代 65 2434 宮澤　政夫 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾏｻｵ  4:40:02 大町山道走友会 大町市
フルマラソン壮年男子60歳代 66 2534 田原　秀夫 ﾀﾊﾗ ﾋﾃﾞｵ  4:40:55 ブリカマ 埼玉県
フルマラソン壮年男子60歳代 67 2574 武田　啓正 ﾀｹﾀﾞ ｹｲｾｲ  4:41:45 石川県
フルマラソン壮年男子60歳代 68 2554 永渕　操 ﾅｶﾞﾌﾁ ﾐｻｵ  4:41:59 佐賀県
フルマラソン壮年男子60歳代 69 2485 松田　和吉 ﾏﾂﾀﾞ ｶｽﾞﾖｼ  4:42:07 富士里３３会 信濃町
フルマラソン壮年男子60歳代 70 2566 西村　義明 ﾆｼﾑﾗ ﾖｼｱｷ  4:44:31 チームぷるるん 松本市
フルマラソン壮年男子60歳代 71 2401 宮脇　高 ﾐﾔﾜｷ ﾀｶｼ  4:44:38 愛知県
フルマラソン壮年男子60歳代 72 2587 中沢　哲 ﾅｶｻﾞﾜ ｻﾄｼ  4:44:57 埼玉県
フルマラソン壮年男子60歳代 73 2580 青木　功 ｱｵｷ ｲｻｵ  4:45:57 富山県
フルマラソン壮年男子60歳代 74 2517 森本　昌尚 ﾓﾘﾓﾄ ﾏｻﾅｵ  4:46:01 フル百回楽走会 富山県
フルマラソン壮年男子60歳代 75 2561 中山　孝則 ﾅｶﾔﾏ ﾀｶﾉﾘ  4:46:21 富山県
フルマラソン壮年男子60歳代 76 404 梶　正彦 ｶｼﾞ ﾏｻﾋｺ  4:46:41 神奈川県
フルマラソン壮年男子60歳代 77 2433 宮澤　武弘 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾀｹﾋﾛ  4:47:15 チーム絶好調！ 佐久市
フルマラソン壮年男子60歳代 78 2541 関口　一栄 ｾｷｸﾞﾁ ｶｽﾞｴｲ  4:49:46 東京都
フルマラソン壮年男子60歳代 79 2531 宮澤　信 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾏｺﾄ  4:50:57 チームのこのこ 松本市
フルマラソン壮年男子60歳代 80 2511 鈴木　兼男 ｽｽﾞｷ ｶﾈｵ  4:51:14 愛知県
フルマラソン壮年男子60歳代 81 2584 高畑　訓 ﾀｶﾊﾞﾀｹ ｻﾄｼ  4:51:38 きときとクラブ 富山県
フルマラソン壮年男子60歳代 82 2519 勝山　芳直 ｶﾂﾔﾏ ﾖｼﾅｵ  4:52:08 神奈川県
フルマラソン壮年男子60歳代 83 2440 水本　洋一郎 ﾐｽﾞﾓﾄ ﾖｳｲﾁﾛｳ  4:52:34 東京都
フルマラソン壮年男子60歳代 84 2432 加藤　謙治 ｶﾄｳ ｹﾝｼﾞ  4:54:21 ＭＫガレージＲＣ 小布施町
フルマラソン壮年男子60歳代 85 2414 小出　隆 ｺｲﾃﾞ ﾀｶｼ  4:54:29 長野市
フルマラソン壮年男子60歳代 86 2465 村上　隆夫 ﾑﾗｶﾐ ﾀｶｵ  4:56:04 長野市
フルマラソン壮年男子60歳代 87 2548 岡野　龍男 ｵｶﾉ ﾀﾂｵ  4:56:49 神奈川県
フルマラソン壮年男子60歳代 88 2565 和田　誠一 ﾜﾀﾞ ｾｲｲﾁ  4:57:51 司法書士 長野市
フルマラソン壮年男子60歳代 89 2553 中村　守 ﾅｶﾑﾗ ﾏﾓﾙ  4:57:54 長野市
フルマラソン壮年男子60歳代 90 2530 山崎　則志 ﾔﾏｻｷ ﾉﾘﾕｷ  4:57:55 菱三工業 愛知県



種目名 種目順位 ｾﾞｯｹﾝ番号 氏名漢字 氏名ｶﾅ 印字タイム 所属ｸﾗﾌﾞ名 県名
フルマラソン壮年男子60歳代 91 2469 梅澤　貞彰 ｳﾒｻﾞﾜ ｻﾀﾞｱｷ  4:58:02 松本市
フルマラソン壮年男子60歳代 92 2415 番場　正武 ﾊﾞﾝﾊﾞ ﾏｻﾀｹ  4:59:41 長野市
フルマラソン壮年男子60歳代 93 2529 黒岩　正達 ｸﾛｲﾜ ﾏｻﾀﾂ  4:59:57 愛知県
フルマラソン壮年男子60歳代 94 2515 林　完治 ﾊﾔｼ ｶﾝｼﾞ  5:00:28 飯田市
フルマラソン壮年男子60歳代 95 2569 返町　洋三 ｿﾘﾏﾁ ﾖｳｿﾞｳ  5:01:30 長野市
フルマラソン壮年男子60歳代 96 2537 江坂　立美 ｴｻｶ ﾀﾂﾐ  5:02:48 東端ＲＣ 愛知県
フルマラソン壮年男子60歳代 97 2499 小野田　潤 ｵﾉﾀﾞ ｼﾞｭﾝ  5:02:59 大阪府
フルマラソン壮年男子60歳代 98 2445 川手　敏雄 ｶﾜﾃ ﾄｼｵ  5:03:59 飯田市
フルマラソン壮年男子60歳代 99 2411 石川　英明 ｲｼｶﾜ ﾋﾃﾞｱｷ  5:04:25 神奈川県
フルマラソン壮年男子60歳代 100 2448 小笠原　一夫 ｵｶﾞｻﾜﾗ ｶｽﾞｵ  5:05:25 伊那市
フルマラソン壮年男子60歳代 101 2473 井上　あき彦 ｲﾉｳｴ ｱｷﾋｺ  5:05:42 飛ぶ教室ＡＣ 神奈川県
フルマラソン壮年男子60歳代 102 2429 山本　雄彦 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾋｺ  5:05:53 小川村
フルマラソン壮年男子60歳代 103 2467 市川　多聞 ｲﾁｶﾜ ﾀﾓﾝ  5:06:30 市川自動車 中野市
フルマラソン壮年男子60歳代 104 2475 関口　和正 ｾｷｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏｻ  5:07:51 和楽走友会 埼玉県
フルマラソン壮年男子60歳代 105 2449 大野　政之 ｵｵﾉ ﾏｻﾕｷ  5:09:42 美和台ＨＲＣ 福岡県
フルマラソン壮年男子60歳代 106 2488 原　章二 ﾊﾗ ｼｮｳｼﾞ  5:09:45 ただ走る哲学者 東京都
フルマラソン壮年男子60歳代 107 2459 羽生田　幸一 ﾊﾆｭｳﾀﾞ ｺｳｲﾁ  5:10:29 須坂市
フルマラソン壮年男子60歳代 108 2551 南澤　渡 ﾐﾅﾐｻﾜ ﾜﾀﾙ  5:13:05 長野市
フルマラソン壮年男子60歳代 109 2450 ぬで島　正 ﾇﾃﾞｼﾞﾏ ﾀﾀﾞｼ  5:13:53 群馬県
フルマラソン壮年男子60歳代 110 2446 西澤　弘行 ﾆｼｻﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ  5:14:09 上田市
フルマラソン壮年男子60歳代 111 2407 金井　清信 ｶﾅｲ ｷﾖﾉﾌﾞ  5:14:13 ＪＡＬ　ＲＣ 千葉県
フルマラソン壮年男子60歳代 112 2495 黒川　洋 ｸﾛｶﾜ ﾋﾛｼ  5:15:21 Ｇ（爺）メン６７ 富士見町
フルマラソン壮年男子60歳代 113 2443 稲生　昶 ｲﾉｳ ﾋｻｼ  5:15:29 日本テスコン 愛知県
フルマラソン壮年男子60歳代 114 2562 工藤　純一 ｸﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝｲﾁ  5:16:23 燃えよドラコン 群馬県
フルマラソン壮年男子60歳代 115 2518 長谷川　博俊 ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾛﾄｼ  5:16:28 神奈川県
フルマラソン壮年男子60歳代 116 2481 池田　宏茂 ｲｹﾀﾞ ﾋﾛｼｹﾞ  5:19:14 八十二銀行 須坂市
フルマラソン壮年男子60歳代 117 2413 諸橋　敬一 ﾓﾛﾊｼ ｹｲｲﾁ  5:19:28 小島スポーツＲＣ 新潟県
フルマラソン壮年男子60歳代 118 2496 尾崎　淳一 ｵｻﾞｷ ｼﾞｭﾝｲﾁ  5:19:44 クラブゴンザ 三重県
フルマラソン壮年男子60歳代 119 2425 白数　陽三 ｼﾗｽ ﾖｳｿﾞｳ  5:20:07 松本市
フルマラソン壮年男子60歳代 120 2539 大野　新一 ｵｵﾉ ｼﾝｲﾁ  5:20:38 ホルモン山岳会 須坂市
フルマラソン壮年男子60歳代 121 2427 吉田　穂積 ﾖｼﾀﾞ ﾎﾂﾞﾐ  5:22:11 大阪府
フルマラソン壮年男子60歳代 122 2556 杉山　繁雄 ｽｷﾞﾔﾏ ｼｹﾞｵ  5:22:14 杉山組 愛知県
フルマラソン壮年男子60歳代 123 2474 芳川　保八 ﾖｼｶﾜ ﾔｽﾊﾁ  5:22:40 信州中野楽走会 中野市
フルマラソン壮年男子60歳代 124 2513 山崎　憲次郎 ﾔﾏｻｷ ｹﾝｼﾞﾛｳ  5:25:26 北九州ＵＲＣ 福岡県
フルマラソン壮年男子60歳代 125 2472 矢島　秀行 ﾔｼﾞﾏ ﾋﾃﾞﾕｷ  5:25:55 飛ぶ教室ＡＣ 神奈川県
フルマラソン壮年男子60歳代 126 2477 夏目　信明 ﾅﾂﾒ ﾉﾌﾞｱｷ  5:26:20 愛知県
フルマラソン壮年男子60歳代 127 2501 白鳥　正洋 ｼﾗﾄﾘ ﾏｻﾋﾛ  5:28:06 グリーンＲＣ 長野市
フルマラソン壮年男子60歳代 128 2452 清水　光裕 ｼﾐｽﾞ ﾐﾂﾋﾛ  5:28:20 愛知県
フルマラソン壮年男子60歳代 129 2457 若林　正明 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾏｻｱｷ  5:29:49 アミノ小金井 東京都
フルマラソン壮年男子60歳代 130 2460 宮尾　元久 ﾐﾔｵ ﾓﾄﾋｻ  5:30:01 須坂市
フルマラソン壮年男子60歳代 131 2494 麦倉　芳夫 ﾑｷﾞｸﾗ ﾖｼｵ  5:32:19 栃木ランナーズクラブ 栃木県
フルマラソン壮年男子60歳代 132 2521 泉　誠司 ｲｽﾞﾐ ｾｲｼﾞ  5:33:35 六甲風吹岩倶楽部 兵庫県
フルマラソン壮年男子60歳代 133 2412 土田　粂男 ﾂﾁﾀﾞ ｸﾒｵ  5:34:47 千葉県
フルマラソン壮年男子60歳代 134 2578 千原　辰夫 ﾁﾊﾗ ﾀﾂｵ  5:35:04 チームドラゴン 長野市
フルマラソン壮年男子60歳代 135 2552 田中　利幸 ﾀﾅｶ ﾄｼﾕｷ  5:35:08 京都府
フルマラソン壮年男子60歳代 136 2543 近藤　栄人 ｺﾝﾄﾞｳ ｻｶﾄ  5:39:04 下諏訪町
フルマラソン壮年男子60歳代 137 2586 高野　豊 ﾀｶﾉ ﾕﾀｶ  5:40:24 ●松本● 松本市
フルマラソン壮年男子60歳代 138 2536 北村　正義 ｷﾀﾑﾗ ﾏｻﾖｼ  5:41:08 さくら悠々会 埼玉県
フルマラソン壮年男子60歳代 139 2528 東　晴記 ﾋｶﾞｼ ﾊﾙｷ  5:43:45 朝日楽走会 埼玉県
フルマラソン壮年男子60歳代 140 2567 小林　伸一 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾝｲﾁ  5:43:55 ６３才からのラン 上田市
フルマラソン壮年男子60歳代 141 2524 萬澤　義男 ﾏﾝｻﾞﾜ ﾖｼｵ  5:44:29 東京都
フルマラソン壮年男子60歳代 142 2588 渡邉　章 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷﾗ  5:46:50 あい企画 埼玉県
フルマラソン壮年男子60歳代 143 2583 吉澤　幸男 ﾖｼｻﾞﾜ ﾕｷｵ  5:47:31 新日本監査法人 東京都
フルマラソン壮年男子60歳代 144 2582 村林　稔 ﾑﾗﾊﾞﾔｼ ﾐﾉﾙ  5:47:35 三重県
フルマラソン壮年男子60歳代 145 2525 矢野　英夫 ﾔﾉ ﾋﾃﾞｵ  5:50:02 ５６１５Ｗ 長野市
フルマラソン壮年男子60歳代 146 2455 鈴木　隆之 ｽｽﾞｷ ﾀｶﾕｷ  5:50:17 セクリ完走迎会 長野市
フルマラソン壮年男子60歳代 147 2486 笹川　雅昭 ｻｻｶﾞﾜ ﾏｻｱｷ  5:53:40 里ジョガーズ 東京都
フルマラソン壮年男子60歳代 148 2526 酒井　正雄 ｻｶｲ ﾏｻｵ  5:54:31 伊那市
フルマラソン壮年男子60歳代 149 2430 水木　茂 ﾐｽﾞｷ ｼｹﾞﾙ  5:54:43 池田町
フルマラソン壮年男子60歳代 150 2560 小林　秀樹 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｷ  5:56:22 やぶはら高原走ろう会 木祖村
フルマラソン壮年男子60歳代 151 2442 青木　一雄 ｱｵｷ ｶｽﾞｵ  5:59:53 サクラ精機（株） 千曲市
フルマラソン壮年男子60歳代 152 2424 一ノ瀬　正 ｲﾁﾉｾ ﾀﾀﾞｼ  6:00:31 元．Ｆ．Ｃフェローズ 長野市
フルマラソン壮年男子60歳代 153 2470 細谷　功 ﾎｿﾔ ｲｻｵ  6:03:33 スタジオ４ 埼玉県
フルマラソン壮年男子60歳代 154 2573 井上　雅雄 ｲﾉｳｴ ﾏｻｵ  6:07:14 寝屋川高校 秋田県
フルマラソン壮年男子60歳代 155 2468 河野　敏彦 ｺｳﾉ ﾄｼﾋｺ  6:07:56 ぶりきまんクラブ 奈良県



種目名 種目順位 ｾﾞｯｹﾝ番号 氏名漢字 氏名ｶﾅ 印字タイム 所属ｸﾗﾌﾞ名 県名
フルマラソン壮年男子70歳以上 1 2601 野澤　佐介 ﾉｻﾞﾜ ｻｶｲ  3:27:43 埼玉大井ＲＣ 埼玉県
フルマラソン壮年男子70歳以上 2 2621 高安　宏征 ﾀｶﾔｽ ﾋﾛﾏｻ  4:08:34 フル百回楽走会 茨城県
フルマラソン壮年男子70歳以上 3 502 高橋　武久 ﾀｶﾊｼ ﾀｹﾋｻ  4:13:46 長野赤十字病院 長野市
フルマラソン壮年男子70歳以上 4 2615 平井　恭一 ﾋﾗｲ ｷｮｳｲﾁ  4:36:02 岸和田健康クラブ 大阪府
フルマラソン壮年男子70歳以上 5 2603 宮本　興一 ﾐﾔﾓﾄ ｺｳｲﾁ  4:39:03 ＭＹＪＣ 東京都
フルマラソン壮年男子70歳以上 6 2627 伊藤　喜一郎 ｲﾄｳ ｷｲﾁﾛｳ  4:39:39 ウィングＡＣ 千葉県
フルマラソン壮年男子70歳以上 7 501 峯尾　全男 ﾐﾈｵ ﾀｹｵ  4:48:01 八王子富士森走友会 東京都
フルマラソン壮年男子70歳以上 8 2604 嘉瀬　洋一 ｶｾ ﾖｳｲﾁ  4:51:00 東海マラニック 愛知県
フルマラソン壮年男子70歳以上 9 2609 鈴木　政男 ｽｽﾞｷ ﾏｻｵ  5:04:44 静岡県
フルマラソン壮年男子70歳以上 10 2631 宮島　康三郎 ﾐﾔｼﾞﾏ ｺｳｻﾞﾌﾞﾛｳ  5:19:15 長野市
フルマラソン壮年男子70歳以上 11 2626 福澤　康人 ﾌｸｻﾞﾜ ﾔｽﾄ  5:21:49 千葉県
フルマラソン壮年男子70歳以上 12 2612 太田　良春 ｵｵﾀ ﾖｼﾊﾙ  5:37:19 篠ノ井ＲＣ 長野市
フルマラソン壮年男子70歳以上 13 2605 奥洞　進 ｵｸﾎﾞﾗ ｽｽﾑ  5:39:04 ランナーズ富山 富山県
フルマラソン壮年男子70歳以上 14 2620 横山　順蔵 ﾖｺﾔﾏ ｼﾞｭﾝｿﾞｳ  5:42:15 長野市
フルマラソン壮年男子70歳以上 15 2619 安永　茂美 ﾔｽﾅｶﾞ ｼｹﾞﾐ  5:42:39 福岡明走会 福岡県
フルマラソン壮年男子70歳以上 16 2628 高橋　猛 ﾀｶﾊｼ ﾀｹｼ  5:43:36 ワンダラーズ 神奈川県
フルマラソン壮年男子70歳以上 17 2616 清水　正郎 ｼﾐｽﾞ ﾏｻｵ  5:46:58 美しジョグクラブ 松本市
フルマラソン壮年男子70歳以上 18 2611 竹内　孝 ﾀｹｳﾁ ﾀｶｼ  6:02:25 愛知県
フルマラソン壮年男子70歳以上 19 2610 河合　義治 ｶﾜｲ ﾖｼﾊﾙ  6:02:31 東京都



種目名 種目順位 ｾﾞｯｹﾝ番号 氏名漢字 氏名ｶﾅ 印字タイム 所属ｸﾗﾌﾞ名 県名
ハーフ一般男子 1 3007 唐木　正敏 ｶﾗｷ ﾏｻﾄｼ  1:12:33 ル　プレジール 駒ヶ根市
ハーフ一般男子 2 3002 西沢　紀元 ﾆｼｻﾞﾜ ﾉﾘﾓﾄ  1:12:40 昭和電工大町 大町市
ハーフ一般男子 3 3021 小林　大起 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｷ  1:14:21 松本市
ハーフ一般男子 4 3017 伊東　和也 ｲﾄｳ ｶｽﾞﾔ  1:16:22 うるぎ村 売木村
ハーフ一般男子 5 3019 榛葉　雄大 ｼﾝﾊ ﾀｹﾋﾛ  1:20:15 昭和電工大町 松川村
ハーフ一般男子 6 3022 山本　昌希 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻｷ  1:20:52 ＩＨＩシバウラ 松本市
ハーフ一般男子 7 3006 工藤　雄一 ｸﾄﾞｳ ﾕｳｲﾁ  1:21:38 ＢＤＰＲＣ沼津 静岡県
ハーフ一般男子 8 3943 藤木　浩之 ﾌｼﾞｷ ﾋﾛﾕｷ  1:21:57 サン・アイ福祉部 中川村
ハーフ一般男子 9 4059 清水　慎也 ｼﾐｽﾞ ｼﾝﾔ  1:23:58 ＶＡＩＯ 松本市
ハーフ一般男子 10 3013 星野　龍太郎 ﾎｼﾉ ﾘｭｳﾀﾛｳ  1:24:38 北長野ＲＣ 長野市
ハーフ一般男子 11 3023 中野　雄貴 ﾅｶﾉ ﾕｳｷ  1:24:40 名古屋大学 奈良県
ハーフ一般男子 12 3003 芦川　茂樹 ｱｼｶﾜ ｼｹﾞｷ  1:26:57 神奈川県
ハーフ一般男子 13 4111 北澤　孝訓 ｷﾀｻﾞﾜ ﾀｶﾉﾘ  1:26:58 長野市
ハーフ一般男子 14 4092 松本　茂之 ﾏﾂﾓﾄ ｼｹﾞﾕｷ  1:27:09 千葉県
ハーフ一般男子 15 3005 吉井　直生 ﾖｼｲ ﾅｵｷ  1:27:46 ＡＲＣ東京 東京都
ハーフ一般男子 16 3850 大日方　泰典 ｵﾋﾞﾅﾀ ﾔｽﾉﾘ  1:27:49 大町高Ｌｅｇｅｎｄｓ 愛知県
ハーフ一般男子 17 3938 久保山　忠博 ｸﾎﾞﾔﾏ ﾀﾀﾞﾋﾛ  1:29:48 愛知県
ハーフ一般男子 18 3944 北沢　祥樹 ｷﾀｻﾞﾜ ﾖｼｷ  1:30:06 長野市
ハーフ一般男子 19 3908 西野　文二 ﾆｼﾉ ﾌﾞﾝｼﾞ  1:30:17 すわっこＡＣ 諏訪市
ハーフ一般男子 20 3008 高田　英司 ﾀｶﾀﾞ ｴｲｼﾞ  1:30:39 名城ＡＲＣ 愛知県
ハーフ一般男子 21 3978 林部　真悟 ﾊﾔｼﾍﾞ ｼﾝｺﾞ  1:30:41 長野市
ハーフ一般男子 22 4119 南　昌宏 ﾐﾅﾐ ﾏｻﾋﾛ  1:31:44 三重県
ハーフ一般男子 23 3798 鈴木　勇人 ｽｽﾞｷ ﾊﾔﾄ  1:32:09 下衆の極み 大町市
ハーフ一般男子 24 3757 加藤　海陸 ｶﾄｳ ｶｲﾘ  1:32:19 １３普連３中隊 松本市
ハーフ一般男子 25 3967 荒井　祐希 ｱﾗｲ ﾕｳｷ  1:33:29 長野市
ハーフ一般男子 26 3847 藤原　康紘 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾔｽﾋﾛ  1:33:33 ハーモニック 安曇野市
ハーフ一般男子 27 3930 森　一也 ﾓﾘ ｶｽﾞﾔ  1:33:36 愛知県
ハーフ一般男子 28 3826 若宮　一樹 ﾜｶﾐﾔ ｶｽﾞｷ  1:33:38 インスパイアエス 愛知県
ハーフ一般男子 29 3743 嶋田　義行 ｼﾏﾀﾞ ﾖｼﾕｷ  1:33:49 １３普連３中隊 松本市
ハーフ一般男子 30 3901 富澤　顕 ﾄﾐｻﾞﾜ ｹﾝ  1:34:06 きたながのＲＣ 長野市
ハーフ一般男子 31 4070 丸山　紘平 ﾏﾙﾔﾏ ｺｳﾍｲ  1:34:18 長野市
ハーフ一般男子 32 3796 大槻　徹 ｵｵﾂｷ ﾄｵﾙ  1:34:38 東御市
ハーフ一般男子 33 3923 池田　正和 ｲｹﾀﾞ ﾏｻｶｽﾞ  1:34:56 神奈川県
ハーフ一般男子 34 4080 竹元　圭介 ﾀｹﾓﾄ ｹｲｽｹ  1:35:08 長野市
ハーフ一般男子 35 3960 山口　嘉久 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾖｼﾋｻ  1:35:20 長野市
ハーフ一般男子 36 3774 竹内　友宏 ﾀｹｳﾁ ﾄﾓﾋﾛ  1:35:23 ヤマハ発動機（株） 飯山市
ハーフ一般男子 37 3813 高橋　靖弘 ﾀｶﾊｼ ﾔｽﾋﾛ  1:35:24 大町市
ハーフ一般男子 38 3793 浅羽　明樹 ｱｻﾊﾞ ﾒｲｼﾞｭ  1:35:34 矢崎総業（株） 静岡県
ハーフ一般男子 39 3758 天野　智之 ｱﾏﾉ ﾄﾓﾕｷ  1:35:46 １３普連３中隊 松本市
ハーフ一般男子 40 3766 渡邊　凌史 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳｼﾞ  1:35:49 １３普連３中隊 松本市
ハーフ一般男子 41 3750 松本　直也 ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵﾔ  1:36:07 １３普連３中隊 松本市
ハーフ一般男子 42 3746 半澤　俊寛 ﾊﾝｻﾞﾜ ﾄｼﾋﾛ  1:36:12 １３普連３中隊 松本市
ハーフ一般男子 43 3912 有賀　祥太郎 ｱﾙｶﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ  1:36:23 誠長谷部 伊那市
ハーフ一般男子 44 4025 古田　仁嗣 ﾌﾙﾀ ﾋﾄｼ  1:36:26 松本市
ハーフ一般男子 45 3777 瀧澤　昭人 ﾀｷｻﾞﾜ ｱｷﾋﾄ  1:36:37 ＡＳＡＣ 神奈川県
ハーフ一般男子 46 3897 中島　木延 ﾅｶｼﾞﾏ ﾓｸｴﾝ  1:37:02 若栗妖精家具 大町市
ハーフ一般男子 47 3752 三浦　哲 ﾐｳﾗ ｱｷﾗ  1:37:20 １３普連３中隊 松本市
ハーフ一般男子 48 4051 近藤　世紀 ｺﾝﾄﾞｳ ｾｲｷ  1:37:32 東京都
ハーフ一般男子 49 3900 青木　義成 ｱｵｷ ﾖｼﾅﾘ  1:37:38 藤岡ゆっくり走ろう会 群馬県
ハーフ一般男子 50 3805 出来　俊彦 ﾃﾞｷ ﾄｼﾋｺ  1:38:04 伊那市
ハーフ一般男子 51 4031 小峰　直将 ｺﾐﾈ ﾅｵﾏｻ  1:38:34 神奈川県
ハーフ一般男子 52 4032 駒田　正美 ｺﾏﾀﾞ ﾏｻﾐ  1:39:31 ＸＥＢＩＯ 大町市
ハーフ一般男子 53 3848 松本　卓也 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｸﾔ  1:39:35 大町市
ハーフ一般男子 54 3705 小林　亮太 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ  1:39:42 安曇野市
ハーフ一般男子 55 3890 萩野　裕樹 ﾊｷﾞﾉ ﾋﾛｷ  1:40:12 十字屋リース 安曇野市
ハーフ一般男子 56 3880 黒井　貴行 ｸﾛｲ ﾀｶﾕｷ  1:40:22 東京都
ハーフ一般男子 57 3745 田邊　建悟 ﾀﾅﾍﾞ ｹﾝｺﾞ  1:40:31 １３普連３中隊 松本市
ハーフ一般男子 58 3764 伊藤　貴之 ｲﾄｳ ﾀｶﾕｷ  1:40:36 １３普連３中隊 松本市
ハーフ一般男子 59 3715 小坂　稔 ｺｻｶ ﾐﾉﾙ  1:42:34 山ノ内町
ハーフ一般男子 60 4006 安武　貴史 ﾔｽﾀｹ ﾀｶｼ  1:42:50 千葉県
ハーフ一般男子 61 3914 山岸　俊博 ﾔﾏｷﾞｼ ﾄｼﾋﾛ  1:42:51 長野県警察 松本市
ハーフ一般男子 62 3729 中垣　岳人 ﾅｶｶﾞｷ ﾀｹﾄ  1:43:01 安曇野市
ハーフ一般男子 63 3707 北澤　慶太 ｷﾀｻﾞﾜ ｹｲﾀ  1:43:11 エクセラン高校 大町市
ハーフ一般男子 64 3748 小川　智至 ｵｶﾞﾜ ｻﾄｼ  1:43:28 １３普連３中隊 松本市
ハーフ一般男子 65 3800 小嶋　弘 ｺｼﾞﾏ ﾋﾛｼ  1:44:19 八十二銀行 長野市
ハーフ一般男子 66 3949 井上　智明 ｲﾉｳｴ ﾄﾓｱｷ  1:44:22 東京都
ハーフ一般男子 67 3958 滝本　祐輔 ﾀｷﾓﾄ ﾕｳｽｹ  1:44:36 安曇野市
ハーフ一般男子 68 3701 続麻　純生 ﾂﾂﾞｵ ｽﾐｵ  1:44:47 ＭｅｔＬｉｆｅ 大町市
ハーフ一般男子 69 4037 磯部　真一郎 ｲｿﾍﾞ ｼﾝｲﾁﾛｳ  1:45:07 愛知県
ハーフ一般男子 70 3884 古澤　拓郎 ﾌﾙｻﾜ ﾀｸﾛｳ  1:45:37 ＴＴＣ 東京都
ハーフ一般男子 71 3009 村岡　昭綱 ﾑﾗｵｶ ｱｷﾂﾅ  1:45:44 ふくだ接骨院 富山県
ハーフ一般男子 72 3852 西村　浩一 ﾆｼﾑﾗ ｺｳｲﾁ  1:45:59 辰野町
ハーフ一般男子 73 3817 宮本　泰一 ﾐﾔﾓﾄ ﾀｲｲﾁ  1:46:16 雪中会 長野市
ハーフ一般男子 74 4084 西澤　俊樹 ﾆｼｻﾞﾜ ﾄｼｷ  1:47:11 信州放牧豚 長野市
ハーフ一般男子 75 3001 斎藤　康弘 ｻｲﾄｳ ﾔｽﾋﾛ  1:47:36 カケコッコ 茨城県
ハーフ一般男子 76 3951 佐々木　建一 ｻｻｷ ｹﾝｲﾁ  1:47:40 東京都
ハーフ一般男子 77 3911 畔地　政千代 ｱｾﾞﾁ ﾏｻﾁﾖ  1:47:40 上田市
ハーフ一般男子 78 3999 後藤　秀春 ｺﾞﾄｳ ﾋﾃﾞﾊﾙ  1:47:51 安曇野市
ハーフ一般男子 79 3797 降籏　聖 ﾌﾘﾊﾀ ｻﾄｼ  1:47:58 京都府
ハーフ一般男子 80 4074 柳　薫 ﾔﾅｷﾞ ｶｵﾙ  1:47:59 長野市
ハーフ一般男子 81 3846 土田　真弘 ﾂﾁﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ  1:48:06 埼玉県
ハーフ一般男子 82 3744 竹之内　幸太 ﾀｹﾉｳﾁ ｺｳﾀ  1:48:07 １３普連３中隊 松本市
ハーフ一般男子 83 3763 毛利　建司 ﾓｳﾘ ｹﾝｼﾞ  1:48:11 １３普連３中隊 松本市
ハーフ一般男子 84 3916 亀山　孝良 ｶﾒﾔﾏ ﾀｶﾖｼ  1:48:16 美濃工業製造５課 岐阜県
ハーフ一般男子 85 3765 小林　翔平 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｳﾍｲ  1:48:19 １３普連３中隊 松本市
ハーフ一般男子 86 3016 高井　真 ﾀｶｲ ﾏｺﾄ  1:48:25 バンバン北陸支部 石川県
ハーフ一般男子 87 3704 大宅　弘己 ｵｵﾔ ﾋﾛｷ  1:48:28 松本市
ハーフ一般男子 88 4056 羽毛田　和重 ﾊｹﾀﾞ ｶｽﾞｼｹﾞ  1:48:29 塩尻市
ハーフ一般男子 89 3954 奥村　善信 ｵｸﾑﾗ ﾖｼﾉﾌﾞ  1:48:31 鶴賀病院チーム立花 千曲市
ハーフ一般男子 90 3760 細萱　太地 ﾎｿｶﾞﾔ ﾀｲﾁ  1:48:32 １３普連３中隊 松本市
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ハーフ一般男子 91 3703 今川　裕貴 ｲﾏｶﾞﾜ ﾕｳｷ  1:48:58 長野銀行 駒ヶ根市
ハーフ一般男子 92 4065 松井　廣太 ﾏﾂｲ ｺｳﾀ  1:49:00 岐阜県
ハーフ一般男子 93 3925 市川　充洋 ｲﾁｶﾜ ﾐﾂﾋﾛ  1:49:17 安曇野市
ハーフ一般男子 94 3749 荒井　淳 ｱﾗｲ ｼﾞｭﾝ  1:49:25 １３普連３中隊 松本市
ハーフ一般男子 95 4073 川上　祥平 ｶﾜｶﾐ ｼｮｳﾍｲ  1:49:45 岐阜県
ハーフ一般男子 96 3788 村松　孝一 ﾑﾗﾏﾂ ｺｳｲﾁ  1:49:45 愛知県
ハーフ一般男子 97 3918 水木　勝俊 ﾐｽﾞｷ ｶﾂﾄｼ  1:50:00 昆虫会 安曇野市
ハーフ一般男子 98 4058 赤塚　健之 ｱｶﾂｶ ﾀｹﾕｷ  1:50:11 兵庫県
ハーフ一般男子 99 3714 立岡　和也 ﾀﾂｵｶ ｶｽﾞﾔ  1:50:20 炭平ランナーズ 長野市
ハーフ一般男子 100 4027 広田　伸也 ﾋﾛﾀ ﾉﾌﾞﾔ  1:50:30 三重県
ハーフ一般男子 101 4026 猪又　智彬 ｲﾉﾏﾀ ﾄﾓｱｷ  1:50:39 炭平４０１ 長野市
ハーフ一般男子 102 4005 荒木　一文 ｱﾗｷ ｶｽﾞﾌﾐ  1:50:41 神奈川県
ハーフ一般男子 103 3754 水川　一也 ﾐｽﾞｶﾜ ｶｽﾞﾔ  1:50:48 １３普連３中隊 松本市
ハーフ一般男子 104 3756 青山　和暉 ｱｵﾔﾏ ｶｽﾞｷ  1:50:56 １３普連３中隊 松本市
ハーフ一般男子 105 3851 栗本　晴彦 ｸﾘﾓﾄ ﾊﾙﾋｺ  1:51:10 山梨県
ハーフ一般男子 106 4077 関　靖典 ｾｷ ﾔｽﾉﾘ  1:51:23 安曇野市
ハーフ一般男子 107 4010 八代　義信 ﾔｼﾛ ﾖｼﾉﾌﾞ  1:51:31 東京都
ハーフ一般男子 108 3791 岸　淳一 ｷｼ ｼﾞｭﾝｲﾁ  1:51:35 愛知県
ハーフ一般男子 109 4014 菅澤　勉 ｽｹﾞｻﾜ ﾂﾄﾑ  1:51:51 大町市
ハーフ一般男子 110 3773 酒井　祐樹 ｻｶｲ ﾕｳｷ  1:52:21 高嶺走友会 長野市
ハーフ一般男子 111 4034 白野　尚孝 ﾊｸﾉ ﾅｵﾀｶ  1:52:38 山梨県
ハーフ一般男子 112 4017 大日方　厚 ｵﾋﾞﾅﾀ ｱﾂｼ  1:52:40 １０か条探し隊 長野市
ハーフ一般男子 113 3910 古川　元一 ﾌﾙｶﾜ ｹﾞﾝｲﾁ  1:53:03 おけら 新潟県
ハーフ一般男子 114 3979 江崎　圭 ｴｻﾞｷ ｹｲ  1:53:05 ＮＥＣ 神奈川県
ハーフ一般男子 115 3977 岩田　健太郎 ｲﾜﾀ ｹﾝﾀﾛｳ  1:53:05 桑高 東京都
ハーフ一般男子 116 4049 西澤　隼一 ﾆｼｻﾞﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ  1:53:08 大町市
ハーフ一般男子 117 3731 宮沢　裕幸 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ  1:53:21 大町市
ハーフ一般男子 118 3014 遠藤　亨 ｴﾝﾄﾞｳ ﾄｵﾙ  1:53:22 キーコーヒー 松本市
ハーフ一般男子 119 3712 松澤　貴士 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾀｶｼ  1:53:30 トーヨークリエイト 長野市
ハーフ一般男子 120 3812 竹内　祐介 ﾀｹｳﾁ ﾕｳｽｹ  1:53:40 長野市
ハーフ一般男子 121 3779 小池　徹也 ｺｲｹ ﾃﾂﾔ  1:53:49 伊那市
ハーフ一般男子 122 3987 松中　亮 ﾏﾂﾅｶ ﾘｮｳ  1:53:54 白馬村
ハーフ一般男子 123 3936 桝谷　典史 ﾏｽﾀﾆ ﾉﾘﾌﾐ  1:54:14 松本信用金庫 大町市
ハーフ一般男子 124 3862 山本　賢史 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻｼ  1:54:19 松本市
ハーフ一般男子 125 3976 降幡　光寿 ﾌﾘﾊﾀ ﾐﾂﾄｼ  1:54:33 千葉県
ハーフ一般男子 126 3947 伊藤　和貴 ｲﾄｳ ｶｽﾞｷ  1:54:53 松本市
ハーフ一般男子 127 3909 島崎　泰河 ｼﾏｻﾞｷ ﾀｲｶﾞ  1:55:00 愛知県
ハーフ一般男子 128 4085 松村　達也 ﾏﾂﾑﾗ ﾀﾂﾔ  1:55:00 大町市
ハーフ一般男子 129 3716 田中　佳克 ﾀﾅｶ ﾖｼｶﾂ  1:55:13 塩尻市
ハーフ一般男子 130 3902 武原　正明 ﾀｹﾊﾗ ﾏｻｱｷ  1:55:16 長野市
ハーフ一般男子 131 4108 海沼　博 ｶｲﾇﾏ ﾋﾛｼ  1:55:17 Ｍｔ－ｃｈａｎｎｅｌ 松本市
ハーフ一般男子 132 3711 村中　桂太 ﾑﾗﾅｶ ｹｲﾀ  1:55:23 穂高自動車学校 安曇野市
ハーフ一般男子 133 3945 岡澤　輝明 ｵｶｻﾞﾜ ﾃﾙｱｷ  1:55:29 ＡＬＳＯＫ 大町市
ハーフ一般男子 134 4090 西尾　光一郎 ﾆｼｵ ｺｳｲﾁﾛｳ  1:55:59 中央大学 埼玉県
ハーフ一般男子 135 4075 北城　孝治 ｷﾀｼﾞｮｳ ｺｳｼﾞ  1:56:08 こけたまチーム 松本市
ハーフ一般男子 136 3717 山崎　敏宏 ﾔﾏｻﾞｷ ﾄｼﾋﾛ  1:56:33 大町市
ハーフ一般男子 137 3768 菅　義良 ｶﾝ ﾖｼﾅｶﾞ  1:56:57 松本市
ハーフ一般男子 138 4015 宮川　俊明 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾄｼｱｷ  1:56:57 コスモ倶楽部 須坂市
ハーフ一般男子 139 3873 武捨　知一 ﾑｼｬ ﾄﾓｶｽﾞ  1:57:00 上田市
ハーフ一般男子 140 3882 池田　誠規 ｲｹﾀﾞ ﾄﾓﾉﾘ  1:57:25 新潟県
ハーフ一般男子 141 3702 栗原　久 ｸﾘﾊﾗ ﾋｻｼ  1:57:36 大町市
ハーフ一般男子 142 3966 小田切　実 ｵﾀｷﾞﾘ ﾐﾉﾙ  1:57:47 松本市
ハーフ一般男子 143 3832 垂水　宏次 ﾀﾙﾐｽﾞ ｺｳｼﾞ  1:57:47 ＭＳＤ 松本市
ハーフ一般男子 144 3861 矢ヶ崎　英次郎 ﾔｶﾞｻｷ ｴｲｼﾞﾛｳ  1:57:59 長野市
ハーフ一般男子 145 4067 前田　教博 ﾏｴﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ  1:58:07 自然研究会 東京都
ハーフ一般男子 146 3787 猪熊　隆之 ｲﾉｸﾏ ﾀｶﾕｷ  1:58:18 茅野市
ハーフ一般男子 147 3894 Ｅｌｌｉｏｔｔ　Ｒｏｂｅｒｔ ｴﾘｵｯﾄ ﾛﾊﾞｰﾄ  1:59:00 松本市
ハーフ一般男子 148 3747 諸星　佑紀 ﾓﾛﾎｼ ﾕｳｷ  1:59:21 １３普連３中隊 松本市
ハーフ一般男子 149 4064 平林　竜一 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳｲﾁ  1:59:23 大町市
ハーフ一般男子 150 3865 丸山　祐太郎 ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳﾀﾛｳ  1:59:25 松本市
ハーフ一般男子 151 3819 大沢　勇 ｵｵｻﾜ ｲｻﾑ  1:59:32 伊那市
ハーフ一般男子 152 3986 磯部　泰弘 ｲｿﾍﾞ ﾔｽﾋﾛ  1:59:32 ごほうビール松本 松本市
ハーフ一般男子 153 3761 鈴丸　智之 ｽｽﾞﾏﾙ ﾄﾓﾕｷ  1:59:36 １３普連３中隊 松本市
ハーフ一般男子 154 3997 Ａｄａｍｓｏｎ　Ｓｔｅｗａｒｔ ｱﾀﾞﾑｿﾝ ｽﾁｭｱｰﾄ  1:59:37 頑張ろう堀之内 白馬村
ハーフ一般男子 155 3751 森　大輔 ﾓﾘ ﾀﾞｲｽｹ  1:59:43 １３普連３中隊 松本市
ハーフ一般男子 156 3924 北沢　智宗 ｷﾀｻﾞﾜ ﾄﾓﾑﾈ  1:59:49 大町市
ハーフ一般男子 157 4078 嶺村　直毅 ﾐﾈﾑﾗ ﾅｵｷ  1:59:58 大町市
ハーフ一般男子 158 3876 小林　敬三 ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲｿﾞｳ  2:00:25 とくばラン 駒ヶ根市
ハーフ一般男子 159 3742 山田　納 ﾔﾏﾀﾞ ｵｻﾒ  2:00:28 １３普連３中隊 松本市
ハーフ一般男子 160 4012 柳谷　季久夫 ﾔﾅｷﾞﾔ ｷｸｵ  2:00:31 三機マラソン部 神奈川県
ハーフ一般男子 161 3767 山口　輝剛 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾃﾙﾏｻ  2:00:55 松本市
ハーフ一般男子 162 3992 松本　大 ﾏﾂﾓﾄ ﾀﾞｲ  2:01:09 長野市
ハーフ一般男子 163 3840 西澤　典男 ﾆｼｻﾞﾜ ﾉﾘｵ  2:01:16 上田市
ハーフ一般男子 164 3906 中野　龍也 ﾅｶﾉ ﾀﾂﾔ  2:01:25 セイコーエプソン 塩尻市
ハーフ一般男子 165 3790 石河　卓 ｲｼｶﾜ ﾀｸ  2:01:27 東京都
ハーフ一般男子 166 3822 白澤　忠敏 ｼﾗｻﾜ ﾀﾀﾞﾄｼ  2:01:30 長野赤十字病院 千曲市
ハーフ一般男子 167 4016 山川　慎一郎 ﾔﾏｶﾜ ｼﾝｲﾁﾛｳ  2:02:21 １０か条探し隊 長野市
ハーフ一般男子 168 4107 笠井　主税 ｶｻｲ ﾁｶﾗ  2:02:32 長野市
ハーフ一般男子 169 3917 今村　美文 ｲﾏﾑﾗ ﾖｼﾌﾐ  2:02:39 ｓｑｕａｒｅ　ｏｎｅ 埼玉県
ハーフ一般男子 170 3948 阪東　進 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｽｽﾑ  2:02:46 ティーピーアール 岡谷市
ハーフ一般男子 171 4040 小山　学 ｺﾔﾏ ﾏﾅﾌﾞ  2:02:53 松本市
ハーフ一般男子 172 3803 武田　厚志 ﾀｹﾀﾞ ｱﾂｼ  2:03:01 安曇野市
ハーフ一般男子 173 4028 中村　輝彦 ﾅｶﾑﾗ ﾃﾙﾋｺ  2:03:24 坂城町
ハーフ一般男子 174 4043 菊池　隆 ｷｸﾁ ﾀｶｼ  2:03:26 長野市
ハーフ一般男子 175 3801 林　智大 ﾊﾔｼ ﾄﾓﾋﾛ  2:03:27 伊那市
ハーフ一般男子 176 3866 井口　昌洋 ｲｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾛ  2:03:40 柏ランナーズ 千葉県
ハーフ一般男子 177 3946 石原　睦 ｲｼﾊﾗ ﾑﾂﾐ  2:03:50 下衆の極み 大町市
ハーフ一般男子 178 4102 上條　美智雄 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾐﾁｵ  2:04:36 松本市
ハーフ一般男子 179 3874 山田　友春 ﾔﾏﾀﾞ ﾄﾓﾊﾙ  2:04:38 三才山病院駅伝部 安曇野市
ハーフ一般男子 180 4036 田畑　真一郎 ﾀﾊﾞﾀ ｼﾝｲﾁﾛｳ  2:04:39 ハーガード 長野市
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ハーフ一般男子 181 4044 山口　敏康 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄｼﾔｽ  2:04:47 大町市
ハーフ一般男子 182 3785 田上　修 ﾀｶﾞﾐ ｵｻﾑ  2:05:09 神奈川県
ハーフ一般男子 183 3988 北田　恵信 ｷﾀﾀﾞ ﾖｼﾉﾌﾞ  2:05:22 栃木県
ハーフ一般男子 184 4088 永井　芳之 ﾅｶﾞｲ ﾖｼﾕｷ  2:05:23 塩尻市
ハーフ一般男子 185 4063 遠藤　毅 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｹｼ  2:05:25 大町建設事務所 安曇野市
ハーフ一般男子 186 4002 宮川　智和 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾄﾓｶｽﾞ  2:05:26 長野市
ハーフ一般男子 187 3994 尾坂　隆男 ｵｻﾞｶ ﾀｶｵ  2:05:29 松本市
ハーフ一般男子 188 3719 長澤　圭 ﾅｶﾞｻﾜ ｹｲ  2:05:34 大町市
ハーフ一般男子 189 3952 小巻　祐介 ｺﾏｷ ﾕｳｽｹ  2:05:36 神奈川県
ハーフ一般男子 190 4098 青井　良太 ｱｵｲ ﾘｮｳﾀ  2:05:38 長野市
ハーフ一般男子 191 3972 杉浦　雄一 ｽｷﾞｳﾗ ﾕｳｲﾁ  2:05:41 愛知県
ハーフ一般男子 192 3806 割田　祐司 ﾜﾘﾀ ﾕｳｼﾞ  2:05:46 中野市
ハーフ一般男子 193 4094 高橋　博久 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛﾋｻ  2:05:50 伊那市
ハーフ一般男子 194 3998 細田　智彦 ﾎｿﾀﾞ ﾄﾓﾋｺ  2:06:05 大阪府
ハーフ一般男子 195 3983 坂本　洋亮 ｻｶﾓﾄ ﾖｳｽｹ  2:06:05 タカラスタンダード 長野市
ハーフ一般男子 196 3759 山田　洋睦 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾑ  2:06:21 １３普連３中隊 松本市
ハーフ一般男子 197 4030 太田　元樹 ｵｵﾀ ﾓﾄｷ  2:06:23 大町市
ハーフ一般男子 198 3970 平岩　新之助 ﾋﾗｲﾜ ｼﾝﾉｽｹ  2:06:23 愛知県
ハーフ一般男子 199 3818 岩本　謙司 ｲﾜﾓﾄ ｹﾝｼﾞ  2:06:25 ＪＢＭＡ 神奈川県
ハーフ一般男子 200 3892 荒井　貴行 ｱﾗｲ ﾀｶﾕｷ  2:06:35 愛知県
ハーフ一般男子 201 3926 伊藤　和幸 ｲﾄｳ ｶｽﾞﾕｷ  2:06:44 新潟県
ハーフ一般男子 202 3775 西澤　盛人 ﾆｼｻﾞﾜ ﾓﾘﾄ  2:07:01 コダック３ 小谷村
ハーフ一般男子 203 3968 上田　稔 ｳｴﾀﾞ ﾐﾉﾙ  2:07:11 タカラだから 松本市
ハーフ一般男子 204 3733 生田　智昭 ｲｸﾀ ﾄﾓｱｷ  2:07:16 チーム・リセット 松川村
ハーフ一般男子 205 3762 田川　元気 ﾀｶﾞﾜ ｹﾞﾝｷ  2:07:55 １３普連３中隊 松本市
ハーフ一般男子 206 3730 堀口　雄太 ﾎﾘｸﾞﾁ ﾕｳﾀ  2:08:07 ＲｕｎＳｏｕ１ 長野市
ハーフ一般男子 207 4116 西野　和豪 ﾆｼﾉ ｶｽﾞﾋﾃﾞ  2:08:15 ギャンブラーズ 東京都
ハーフ一般男子 208 3963 藤森　誠 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾏｺﾄ  2:08:20 ｔｅａｍ走魂 松本市
ハーフ一般男子 209 4001 丸山　剛生 ﾏﾙﾔﾏ ﾀｹｵ  2:08:21 山形村
ハーフ一般男子 210 3857 矢花　巧 ﾔﾊﾞﾅ ﾀｸﾐ  2:08:25 安曇野市
ハーフ一般男子 211 3771 高田　彰彦 ﾀｶﾀ ｱｷﾋｺ  2:08:26 大町市
ハーフ一般男子 212 3802 芋川　淳一 ｲﾓｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ  2:08:29 八十二銀行 大町市
ハーフ一般男子 213 3980 山田　智成 ﾔﾏﾀﾞ ﾄﾓﾅﾘ  2:08:31 アラジンロジテック 長野市
ハーフ一般男子 214 3849 甲斐　優 ｶｲ ﾏｻﾙ  2:08:44 松本市
ハーフ一般男子 215 3869 東　克弥 ｱｽﾞﾏ ｶﾂﾔ  2:08:49 岐阜県
ハーフ一般男子 216 3845 佐々木　淳 ｻｻｷ ｱﾂｼ  2:08:54 チーム寺沢 長野市
ハーフ一般男子 217 3971 近藤　弘章 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾛｱｷ  2:09:19 愛知県
ハーフ一般男子 218 3928 宮下　大輔 ﾐﾔｼﾀ ﾀﾞｲｽｹ  2:09:28 東御市
ハーフ一般男子 219 4013 関口　幸伸 ｾｷｸﾞﾁ ﾕｷﾉﾌﾞ  2:09:55 韋駄天 大町市
ハーフ一般男子 220 3794 三枝　裕幸 ｻｴｸﾞｻ ﾋﾛﾕｷ  2:10:23 矢崎総業（株） 静岡県
ハーフ一般男子 221 3835 リグビー　ジョー ﾘｸﾞﾋﾞｰ ｼﾞｮｰ  2:10:25 ＴＨＲＥＥＰＥＡＫＳ 白馬村
ハーフ一般男子 222 3934 割田　武志 ﾜﾘﾀ ﾀｹｼ  2:10:27 山ノ内町
ハーフ一般男子 223 4022 鶴岡　誉士 ﾂﾙｵｶ ﾀｶｼ  2:10:27 松本市
ハーフ一般男子 224 4083 斉藤　瑛介 ｻｲﾄｳ ﾖｳｽｹ  2:10:34 東京都
ハーフ一般男子 225 3786 菅原　良介 ｽｶﾞﾊﾗ ﾘｮｳｽｹ  2:10:38 東京都
ハーフ一般男子 226 4008 百瀬　裕平 ﾓﾓｾ ﾕｳﾍｲ  2:10:52 松本市
ハーフ一般男子 227 4048 橋本　進吾 ﾊｼﾓﾄ ｼﾝｺﾞ  2:11:20 東京都
ハーフ一般男子 228 3809 川村　英二 ｶﾜﾑﾗ ｴｲｼﾞ  2:11:22 東京都
ハーフ一般男子 229 3860 藤田　隆弘 ﾌｼﾞﾀ ﾀｶﾋﾛ  2:11:30 松本市
ハーフ一般男子 230 3975 本澤　陽一 ﾎﾝｻﾞﾜ ﾖｳｲﾁ  2:11:36 ＴＥＡＭ藤森 東京都
ハーフ一般男子 231 3995 柏原　健次 ｶｼﾜﾊﾞﾗ ｹﾝｼﾞ  2:11:39 所属していません。 安曇野市
ハーフ一般男子 232 4109 クルス　ロドルフォ ﾛﾄﾞﾙﾌｫ ｸﾙｽ  2:11:40 長野市
ハーフ一般男子 233 3974 芦田　基夫 ｱｼﾀﾞ ﾓﾄｵ  2:11:57 ＴＥＡＭ藤森 千葉県
ハーフ一般男子 234 3855 五十嵐　丈夫 ｲｶﾗｼ ﾀｹｵ  2:12:11 上山田病院 長野市
ハーフ一般男子 235 3842 竹内　壮輔 ﾀｹｳﾁ ｿｳｽｹ  2:12:24 酒々ランラン 長野市
ハーフ一般男子 236 3792 飯島　一訓 ｲｲｼﾞﾏ ｶｽﾞﾉﾘ  2:12:31 下衆の極み 大町市
ハーフ一般男子 237 3982 堀　直人 ﾎﾘ ﾅｵﾄ  2:12:32 レモルクスキークラブ 安曇野市
ハーフ一般男子 238 4122 峰村　慎司 ﾐﾈﾑﾗ ｼﾝｼﾞ  2:12:49 大町市
ハーフ一般男子 239 3789 深澤　智彦 ﾌｶｻﾞﾜ ﾄﾓﾋｺ  2:13:02 安曇野市
ハーフ一般男子 240 3931 口屋　正実 ｸﾁﾔ ﾏｻﾐ  2:13:18 愛知県
ハーフ一般男子 241 4071 城守　正樹 ｼﾛﾓﾘ ﾏｻｷ  2:13:34 白馬村
ハーフ一般男子 242 4009 稲垣　登志光 ｲﾅｶﾞｷ ﾄｼﾐﾂ  2:13:43 山梨県
ハーフ一般男子 243 4029 岩原　秀孝 ｲﾜﾊﾗ ﾋﾃﾞﾀｶ  2:13:53 小田多井 安曇野市
ハーフ一般男子 244 3843 武石　充智 ﾀｹｲｼ ﾐﾁﾄｼ  2:14:03 酒々ランラン 須坂市
ハーフ一般男子 245 4052 橋爪　徹 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾄｵﾙ  2:14:16 伊那市
ハーフ一般男子 246 3776 春日　弘幸 ｶｽｶﾞ ﾋﾛﾕｷ  2:14:25 愛知県
ハーフ一般男子 247 4123 荒明　紀和 ｱﾗｱｹ ﾉﾘｶｽﾞ  2:14:36 大町市
ハーフ一般男子 248 4019 塚田　隼太朗 ﾂｶﾀﾞ ｼｭﾝﾀﾛｳ  2:14:41 コウサカ 長野市
ハーフ一般男子 249 4079 岩崎　敏雄 ｲﾜｻｷ ﾄｼｵ  2:14:58 麻績村
ハーフ一般男子 250 3858 矢花　禎徳 ﾔﾊﾞﾅ ﾖｼﾉﾘ  2:15:18 まるたか 安曇野市
ハーフ一般男子 251 4053 畔上　良広 ｱｾﾞｶﾞﾐ ﾖｼﾋﾛ  2:16:08 中野市
ハーフ一般男子 252 3804 黒崎　智治 ｸﾛｻｷ ﾄﾓﾊﾙ  2:16:17 長野市
ハーフ一般男子 253 4066 畔上　剛 ｱｾﾞｶﾞﾐ ﾂﾖｼ  2:16:23 長野市
ハーフ一般男子 254 3903 山岸　晃 ﾔﾏｷﾞｼ ｱｷﾗ  2:16:28 須坂市
ハーフ一般男子 255 3993 村山　公一 ﾑﾗﾔﾏ ｺｳｲﾁ  2:16:39 ちーむ　ぷー 安曇野市
ハーフ一般男子 256 3856 中村　智彦 ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾋｺ  2:16:40 東弥生町あきちゃんズ 茅野市
ハーフ一般男子 257 4121 麻場　惟央 ｱｻﾊﾞ ﾀﾀﾞﾋｻ  2:16:54 長野市
ハーフ一般男子 258 3961 竹花　光彦 ﾀｹﾊﾅ ﾐﾂﾋｺ  2:16:55 松本市
ハーフ一般男子 259 3973 村井　尚憲 ﾑﾗｲ ﾋｻﾉﾘ  2:17:10 愛知県
ハーフ一般男子 260 3816 茅野　開 ﾁﾉ ｶｲ  2:17:11 松川村
ハーフ一般男子 261 3929 宮下　颯真 ﾐﾔｼﾀ ｿｳﾏ  2:17:16 東御市
ハーフ一般男子 262 3795 高澤　要 ﾀｶｻﾜ ｶﾅﾒ  2:17:17 下衆の極み 大町市
ハーフ一般男子 263 3922 吉田　達 ﾖｼﾀﾞ ﾄｵﾙ  2:17:30 愛知県
ハーフ一般男子 264 3810 佐藤　伸吾 ｻﾄｳ ｼﾝｺﾞ  2:17:45 須坂市
ハーフ一般男子 265 3811 渡邉　宗之 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾑﾈﾕｷ  2:17:45 長野市
ハーフ一般男子 266 4069 赤岡　祐和 ｱｶｵｶ ﾕｳﾜ  2:17:46 松本市
ハーフ一般男子 267 3815 和田　信大 ﾜﾀﾞ ﾉﾌﾞﾋﾛ  2:18:00 青年海外協力隊ＯＢ会 岡谷市
ハーフ一般男子 268 3725 高根　学 ﾀｶﾈ ﾏﾅﾌﾞ  2:18:28 タカネーズ 安曇野市
ハーフ一般男子 269 3723 柴野　翔太 ｼﾊﾞﾉ ｼｮｳﾀ  2:18:28 タカネーズ 安曇野市
ハーフ一般男子 270 3871 安藤　志歩 ｱﾝﾄﾞｳ ｼﾎ  2:18:59 ふくだ接骨院 富山県
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ハーフ一般男子 271 3722 仁科　伸一郎 ﾆｼﾅ ｼﾝｲﾁﾛｳ  2:19:01 大町市
ハーフ一般男子 272 4038 水落　康孝 ﾐｽﾞｵﾁ ﾔｽﾀｶ  2:19:11 安曇野市
ハーフ一般男子 273 4050 藤井　裕之 ﾌｼﾞｲ ﾋﾛﾕｷ  2:19:20 鐘通（株） 松本市
ハーフ一般男子 274 3713 嶋田　正和 ｼﾏﾀﾞ ﾏｻｶｽﾞ  2:19:28 トーヨークリエイト 中野市
ハーフ一般男子 275 4054 山本　州大 ﾔﾏﾓﾄ ｸﾆﾋﾛ  2:19:39 長野市
ハーフ一般男子 276 4062 蔦木　勇 ﾂﾀｷ ｲｻﾑ  2:19:54 松本市
ハーフ一般男子 277 3824 高村　光一 ﾀｶﾑﾗ ｺｳｲﾁ  2:20:00 東京都
ハーフ一般男子 278 4113 竹内　孝介 ﾀｹｳﾁ ｺｳｽｹ  2:20:09 安曇野市
ハーフ一般男子 279 3964 上村　智弘 ｶﾐﾑﾗ ﾄﾓﾋﾛ  2:20:31 日野自動車 群馬県
ハーフ一般男子 280 3877 長谷川　博幸 ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ  2:20:38 愛知県
ハーフ一般男子 281 3724 柴野　健太 ｼﾊﾞﾉ ｹﾝﾀ  2:20:39 タカネーズ 安曇野市
ハーフ一般男子 282 4112 玉井　邦明 ﾀﾏｲ ｸﾆｱｷ  2:20:46 東京都
ハーフ一般男子 283 3853 曽根原　彰人 ｿﾈﾊﾗ ｱｷﾄ  2:20:50 松本市
ハーフ一般男子 284 4018 遠藤　晃 ｴﾝﾄﾞｳ ｱｷﾗ  2:20:51 神奈川県
ハーフ一般男子 285 4024 金箱　翼 ｶﾈﾊﾞｺ ﾂﾊﾞｻ  2:20:53 愉快なユッカリーズ 佐久市
ハーフ一般男子 286 3728 松澤　高志 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾀｶｼ  2:21:15 （福）安曇野市社会福祉協議会 安曇野市
ハーフ一般男子 287 4042 小宮山　義幸 ｺﾐﾔﾏ ﾖｼﾕｷ  2:21:24 千曲市
ハーフ一般男子 288 3737 小林　裕一 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｲﾁ  2:21:46 チーム・リセット 大町市
ハーフ一般男子 289 3891 井浦　清典 ｲｳﾗ ｷﾖﾉﾘ  2:21:50 小布施町
ハーフ一般男子 290 3985 斎藤　光太 ｻｲﾄｳ ｺｳﾀ  2:22:09 愛知県
ハーフ一般男子 291 4011 三枝　宏明 ﾐｴﾀﾞ ﾋﾛｱｷ  2:22:12 京都府
ハーフ一般男子 292 4089 青沼　新大 ｱｵﾇﾏ ｼﾝﾀ  2:22:20 愛知県
ハーフ一般男子 293 4039 助川　諒 ｽｹｶﾞﾜ ﾘｮｳ  2:23:17 茨城県
ハーフ一般男子 294 4118 吉田　明弘 ﾖｼﾀﾞ ｱｷﾋﾛ  2:23:40 安曇野市
ハーフ一般男子 295 4041 成田　智洋 ﾅﾘﾀ ﾄﾓﾋﾛ  2:23:58 伊勢湾海運 愛知県
ハーフ一般男子 296 4103 岡沢　克彦 ｵｶｻﾞﾜ ｶﾂﾋｺ  2:24:47 長野市
ハーフ一般男子 297 3989 竹内　大介 ﾀｹｳﾁ ﾀﾞｲｽｹ  2:25:24 松本市
ハーフ一般男子 298 4114 中村　芳春 ﾅｶﾑﾗ ﾖｼﾊﾙ  2:25:33 東亜 小布施町
ハーフ一般男子 299 3778 川嶋　陽一 ｶﾜｼﾏ ﾖｳｲﾁ  2:25:52 ■うに＆あん 東京都
ハーフ一般男子 300 4033 小林　重雄 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｹﾞｵ  2:25:56 山風舎安曇野ストーブ 大町市
ハーフ一般男子 301 4046 大槻　壽行 ｵｵﾂｷ ｼﾞｭｺｳ  2:25:56 池田町
ハーフ一般男子 302 3780 塩原　浩司 ｼｵﾊﾗ ｺｳｼﾞ  2:26:00 伊那市
ハーフ一般男子 303 4035 せれむ　ぎでおん ｾﾚﾑ ｷﾞﾃﾞｵﾝ  2:26:12 信州大学 長野市
ハーフ一般男子 304 3957 柴沼　凌 ｼﾊﾞﾇﾏ ﾘｮｳ  2:26:23 市役所 伊那市
ハーフ一般男子 305 4096 土川　卓 ﾄﾞｶﾞﾜ ﾀｸ  2:26:42 塩尻市
ハーフ一般男子 306 3820 小林　宏次 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｼﾞ  2:27:15 長野市
ハーフ一般男子 307 3732 百瀬　勇人 ﾓﾓｾ ﾊﾔﾄ  2:27:41 松川村
ハーフ一般男子 308 3932 大石　忠洋 ｵｵｲｼ ﾀﾀﾞﾋﾛ  2:27:42 京都府
ハーフ一般男子 309 4023 高野　桂 ﾀｶﾉ ｹｲ  2:28:22 愉快なユッカリーズ 佐久市
ハーフ一般男子 310 4086 佐邉　大作 ｻﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｻｸ  2:28:33 大町市
ハーフ一般男子 311 3821 宮地　敬光 ﾐﾔﾁ ﾖｼﾐﾂ  2:29:06 日本ガイシ 愛知県
ハーフ一般男子 312 4047 黒岩　佑太郎 ｸﾛｲﾜ ﾕｳﾀﾛｳ  2:29:18 長野市
ハーフ一般男子 313 3734 菊池　泰也 ｷｸﾁ ﾔｽﾅﾘ  2:30:03 チーム・リセット 神奈川県
ハーフ一般男子 314 3955 萩森　貴則 ﾊｷﾞﾓﾘ ﾀｶﾉﾘ  2:30:19 愛知県
ハーフ一般男子 315 4120 宮崎　勝也 ﾐﾔｻﾞｷ ｶﾂﾔ  2:30:19 千葉県
ハーフ一般男子 316 3940 岡田　英敏 ｵｶﾀﾞ ﾋﾃﾞﾄｼ  2:30:29 愛知県
ハーフ一般男子 317 3969 片桐　啓介 ｶﾀｷﾞﾘ ｹｲｽｹ  2:30:56 ニッセー電機 長野市
ハーフ一般男子 318 3721 川上　望 ｶﾜｶﾐ ﾉｿﾞﾑ  2:31:00 大町市
ハーフ一般男子 319 4060 平林　篤 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｱﾂｼ  2:32:08 長野市
ハーフ一般男子 320 3867 柴田　茂男 ｼﾊﾞﾀ ｼｹﾞｵ  2:32:13 安曇野市
ハーフ一般男子 321 3898 烏田　倫宏 ｶﾗｽﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ  2:32:26 チーム・カラス 東京都
ハーフ一般男子 322 3942 中塚　将徳 ﾅｶﾂｶ ﾏｻﾉﾘ  2:33:00 Ｒｕｎｓｏｕ１ 松川村
ハーフ一般男子 323 3965 白井　琢巳 ｼﾗｲ ﾀｸﾐ  2:33:02 長野銀行 松本市
ハーフ一般男子 324 3887 内海　倫 ｳﾂﾐ ﾋﾄｼ  2:33:35 キーコーヒー 松本市
ハーフ一般男子 325 3859 仲谷　淳志 ﾅｶﾔ ｱﾂｼ  2:34:10 岐阜県
ハーフ一般男子 326 4100 和仁　優樹 ﾜﾆ ﾕｳｷ  2:34:16 岐阜県
ハーフ一般男子 327 3939 宮坂　尚弥 ﾐﾔｻｶ ﾅｵﾔ  2:34:34 宮城県
ハーフ一般男子 328 4003 帯刀　信二 ｵﾋﾞﾅﾀ ｼﾝｼﾞ  2:34:39 大町市
ハーフ一般男子 329 3834 江守　博光 ｴﾓﾘ ﾋﾛﾐﾂ  2:34:55 チーム五十嵐 松本市
ハーフ一般男子 330 3772 星野　裕二 ﾎｼﾉ ﾕｳｼﾞ  2:35:32 大町市
ハーフ一般男子 331 4000 土屋　崇 ﾂﾁﾔ ﾀｶｼ  2:35:40 佐久市
ハーフ一般男子 332 3991 牛田　秀樹 ｳｼﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ  2:35:45 東京都
ハーフ一般男子 333 3741 川上　友一 ｶﾜｶﾐ ﾕｳｲﾁ  2:36:05 チーム・リセット 大町市
ハーフ一般男子 334 3904 下山　孝太郎 ｼﾓﾔﾏ ｺｳﾀﾛｳ  2:36:34 ＮａＮａＮａ 安曇野市
ハーフ一般男子 335 3920 杉山　和宏 ｽｷﾞﾔﾏ ｶｽﾞﾋﾛ  2:37:28 安曇野市
ハーフ一般男子 336 3769 薄井　信行 ｳｽｲ ﾉﾌﾞﾕｷ  2:37:42 池田町
ハーフ一般男子 337 3735 菊池　宏行 ｷｸﾁ ﾋﾛﾕｷ  2:38:01 チーム・リセット 大町市
ハーフ一般男子 338 4055 山崎　博之 ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾛﾕｷ  2:38:57 長野県社協 長野市
ハーフ一般男子 339 3921 謝　博栄 ｼｬ ﾎﾟｰﾖﾝ  2:38:59 大町市
ハーフ一般男子 340 4105 服部　徹 ﾊｯﾄﾘ ﾄｵﾙ  2:39:11 大町市
ハーフ一般男子 341 3879 太田　千尋 ｵｵﾀ ﾁﾋﾛ  2:39:12 ＧＰＡＣ 愛知県
ハーフ一般男子 342 3885 内貴　良宏 ﾅｲｷ ﾖｼﾋﾛ  2:39:15 松本市
ハーフ一般男子 343 3784 森廣　泰則 ﾓﾘﾋﾛ ﾔｽﾉﾘ  2:39:45 愛知県
ハーフ一般男子 344 3736 小林　赳寛 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｹﾋﾛ  2:41:27 チーム・リセット 大町市
ハーフ一般男子 345 3953 和仁　達哉 ﾜﾆ ﾀﾂﾔ  2:41:38 岐阜県
ハーフ一般男子 346 3984 冨澤　修太 ﾄﾐｻﾜ ｼｭｳﾀ  2:42:06 カモミール 長野市
ハーフ一般男子 347 3827 石原　健二 ｲｼﾊﾗ ｹﾝｼﾞ  2:43:44 大町市
ハーフ一般男子 348 3950 後藤　拓哉 ｺﾞﾄｳ ﾀｸﾔ  2:44:02 松本市
ハーフ一般男子 349 4076 岡本　雄貴 ｵｶﾓﾄ ﾕｳｷ  2:44:46 京都府
ハーフ一般男子 350 4068 小林　長生 ｺﾊﾞﾔｼ ﾁｮｳｾｲ  2:45:28 長野市
ハーフ一般男子 351 3990 田島　大助 ﾀｼﾞﾏ ﾀﾞｲｽｹ  2:45:38 安曇野市
ハーフ一般男子 352 3935 前川　大輝 ﾏｴｶﾞﾜ ﾋﾛｷ  2:45:45 信州大学 長野市
ハーフ一般男子 353 3781 雪島　剛 ﾕｷｼﾏ ﾂﾖｼ  2:46:41 千葉県
ハーフ一般男子 354 4104 山口　武志 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｹｼ  2:50:19 東御市
ハーフ一般男子 355 4057 工藤　哲也 ｸﾄﾞｳ ﾃﾂﾔ  2:50:37 富山県
ハーフ一般男子 356 3825 北村　拓磨 ｷﾀﾑﾗ ﾀｸﾏ  2:51:26 東京法令 長野市
ハーフ一般男子 357 3727 宮本　龍摩 ﾐﾔﾓﾄ ﾀﾂﾏ  2:51:57 安曇野市
ハーフ一般男子 358 3933 朴　正薫 ﾊﾟｸ ｼﾞｮﾝﾌﾝ  2:52:23 愛知県
ハーフ一般男子 359 3959 福田　敏之 ﾌｸﾀﾞ ﾄｼﾕｷ  2:52:58 工技センター 長野市
ハーフ一般男子 360 4021 藤森　慎太郎 ﾌｼﾞﾓﾘ ｼﾝﾀﾛｳ  2:53:20 茨城県
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ハーフ一般男子 361 3893 中藪　大意樹 ﾅｶﾔﾌﾞ ﾀｲｷ  2:53:47 へろんず 大阪府
ハーフ一般男子 362 3956 林　洋志 ﾊﾔｼ ﾋﾛｼ  2:54:25 愛知県
ハーフ一般男子 363 3814 松澤　優太 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾕｳﾀ  2:54:35 伊那市
ハーフ一般男子 364 3726 百瀬　正臣 ﾓﾓｾ ﾏｻｵﾐ  2:56:00 安曇野市社会福祉協議会 松本市
ハーフ一般男子 365 4099 中嶋　祐司 ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｼﾞ  2:56:13 長野市
ハーフ一般男子 366 3864 曽根原　有基 ｿﾈﾊﾗ ﾕｳｷ  2:57:17 下衆の極み 松本市
ハーフ一般男子 367 3718 小林　卓也 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾔ  2:57:36 トーヨークリエイト 長野市
ハーフ一般男子 368 3708 宮澤　岳志 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾀｹｼ  2:59:26 穂高自動車学校 安曇野市



種目名 種目順位 ｾﾞｯｹﾝ番号 氏名漢字 氏名ｶﾅ 印字タイム 所属ｸﾗﾌﾞ名 県名
ハーフ壮年男子50歳代 1 4578 野竹　文彦 ﾉﾀｹ ﾌﾐﾋｺ  1:23:51 イナリサーチ 箕輪町
ハーフ壮年男子50歳代 2 4556 丸山　修樹 ﾏﾙﾔﾏ ｼｭｳｼﾞ  1:26:15 大町市
ハーフ壮年男子50歳代 3 3207 高田　晋司 ﾀｶﾀﾞ ｼﾝｼﾞ  1:28:53 名城ＡＲＣ 愛知県
ハーフ壮年男子50歳代 4 3201 太田　正明 ｵｵﾀ ﾏｻｱｷ  1:31:37 オリオン機械 長野市
ハーフ壮年男子50歳代 5 3205 伊藤　浩一 ｲﾄｳ ｺｳｲﾁ  1:31:53 稲沢走友会 愛知県
ハーフ壮年男子50歳代 6 4580 窪田　功 ｸﾎﾞﾀ ｲｻｵ  1:32:53 大町市
ハーフ壮年男子50歳代 7 4585 塚田　剛 ﾂｶﾀﾞ ﾀｹｼ  1:34:33 （株）ゼンリン 長野市
ハーフ壮年男子50歳代 8 4675 横山　秋一 ﾖｺﾔﾏ ｱｷｶｽﾞ  1:35:38 白馬花舎ＡＣ 白馬村
ハーフ壮年男子50歳代 9 4558 三好　克弥 ﾐﾖｼ ｶﾂﾔ  1:36:07 鉄道警察隊 長野市
ハーフ壮年男子50歳代 10 4690 山口　弥八 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾔﾊﾁ  1:36:30 鹿島ＡＣ 石川県
ハーフ壮年男子50歳代 11 4506 水崎　澄夫 ﾐｽﾞｻｷ ｽﾐｵ  1:36:32 福井県
ハーフ壮年男子50歳代 12 4529 石川　紳 ｲｼｶﾜ ｼﾝ  1:36:36 城西医療財団 池田町
ハーフ壮年男子50歳代 13 4637 古平　隆一 ｺﾀﾞｲﾗ ﾀｶｶｽﾞ  1:38:47 大町山道走友会 大町市
ハーフ壮年男子50歳代 14 3204 中窪　淳 ﾅｶｸﾎﾞ ｼﾞｭﾝ  1:41:45 中ノ池ＡＣ 愛知県
ハーフ壮年男子50歳代 15 4535 吉本　淳 ﾖｼﾓﾄ ｱﾂｼ  1:41:51 おおしお市民農園ＲＣ 東京都
ハーフ壮年男子50歳代 16 3208 鳥山　典之 ﾄﾘﾔﾏ ﾉﾘﾕｷ  1:42:24 神奈川県
ハーフ壮年男子50歳代 17 4566 宮嶋　岳生 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾀｹｵ  1:42:33 わらびーず 小谷村
ハーフ壮年男子50歳代 18 4665 浮須　由実 ｳｷｽ ﾖｼﾐ  1:42:43 大町市
ハーフ壮年男子50歳代 19 4619 桑原　一幸 ｸﾜﾊﾞﾗ ｶｽﾞﾕｷ  1:42:55 大町市
ハーフ壮年男子50歳代 20 4504 和澤　良彦 ﾜｻﾞﾜ ﾖｼﾋｺ  1:43:11 大町市
ハーフ壮年男子50歳代 21 3202 石関　貞夫 ｲｼｾﾞｷ ｻﾀﾞｵ  1:43:12 いわき万本桜 群馬県
ハーフ壮年男子50歳代 22 4547 小川　均 ｵｶﾞﾜ ﾋﾄｼ  1:43:44 富士通 栃木県
ハーフ壮年男子50歳代 23 4576 山本　敬三 ﾔﾏﾓﾄ ｹｲｿﾞｳ  1:44:19 兵庫県
ハーフ壮年男子50歳代 24 4502 北沢　克四郎 ｷﾀｻﾞﾜ ｶﾂｼﾛｳ  1:44:41 ＪＡＣＫみみ 千曲市
ハーフ壮年男子50歳代 25 4527 赤羽　久樹 ｱｶﾊ ﾋｻｷ  1:44:54 岡谷市
ハーフ壮年男子50歳代 26 4579 本多　修 ﾎﾝﾀﾞ ｵｻﾑ  1:45:32 株式会社大和 愛知県
ハーフ壮年男子50歳代 27 4544 原田　一正 ﾊﾗﾀﾞ ｶｽﾞﾏｻ  1:46:25 藤岡市ゆっくり 群馬県
ハーフ壮年男子50歳代 28 3209 高田　泰司 ﾀｶﾀﾞ ﾀｲｼﾞ  1:46:28 ４兄弟と嫁と子 神奈川県
ハーフ壮年男子50歳代 29 4522 山脇　昇 ﾔﾏﾜｷ ﾉﾎﾞﾙ  1:47:35 近鉄 富山県
ハーフ壮年男子50歳代 30 4641 井上　広明 ｲﾉｳｴ ﾋﾛｱｷ  1:47:37 千葉県
ハーフ壮年男子50歳代 31 4577 小杉　栄一 ｺｽｷﾞ ｴｲｲﾁ  1:47:43 ディーエスケイ 埼玉県
ハーフ壮年男子50歳代 32 4603 田村　雅彦 ﾀﾑﾗ ﾏｻﾋｺ  1:48:08 金さん＆ボチ 長野市
ハーフ壮年男子50歳代 33 4590 二見　謙作 ﾌﾀﾐ ｹﾝｻｸ  1:48:47 愛知県
ハーフ壮年男子50歳代 34 4638 景井　英一 ｶｹﾞｲ ﾋﾃﾞｶｽﾞ  1:48:51 長野市
ハーフ壮年男子50歳代 35 3203 水梨　利雅 ﾐｽﾞﾅｼ ﾄｼﾏｻ  1:49:54 神奈川県
ハーフ壮年男子50歳代 36 4662 金子　信夫 ｶﾈｺ ﾉﾌﾞｵ  1:49:55 東京都
ハーフ壮年男子50歳代 37 4561 玉井　俊郎 ﾀﾏｲ ﾄｼﾛｳ  1:49:58 長野市
ハーフ壮年男子50歳代 38 4644 中塚　誠 ﾅｶﾂｶ ﾏｺﾄ  1:50:01 中塚鍼灸接骨院 宮田村
ハーフ壮年男子50歳代 39 4607 山田　宰久 ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾛﾋｻ  1:50:12 安曇野市役所 安曇野市
ハーフ壮年男子50歳代 40 4606 林　伸一 ﾊﾔｼ ｼﾝｲﾁ  1:50:16 松本市
ハーフ壮年男子50歳代 41 4552 黒岩　一也 ｸﾛｲﾜ ｶｽﾞﾔ  1:50:18 安曇野市
ハーフ壮年男子50歳代 42 4507 和田　義浩 ﾜﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ  1:50:42 安曇野市
ハーフ壮年男子50歳代 43 4654 堤　則昭 ﾂﾂﾐ ﾉﾘｱｷ  1:51:26 親子ネット長野 白馬村
ハーフ壮年男子50歳代 44 4629 相澤　喜芳 ｱｲｻﾞﾜ ｷﾖｼ  1:51:47 松川小学校 池田町
ハーフ壮年男子50歳代 45 4614 木村　公男 ｷﾑﾗ ｷﾐｵ  1:51:54 篠ノ井東中 長野市
ハーフ壮年男子50歳代 46 4599 溝口　保之 ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾔｽﾕｷ  1:52:01 富山県
ハーフ壮年男子50歳代 47 4526 佐藤　正人 ｻﾄｳ ﾏｻﾄ  1:52:20 千葉県
ハーフ壮年男子50歳代 48 4649 鶴田　滋 ﾂﾙﾀ ｼｹﾞﾙ  1:52:42 東京都
ハーフ壮年男子50歳代 49 4617 宇都宮　純 ｳﾂﾉﾐﾔ ｷﾖｼ  1:52:44 長野市
ハーフ壮年男子50歳代 50 4640 岡田　和明 ｵｶﾀﾞ ｶｽﾞｱｷ  1:52:45 東京都
ハーフ壮年男子50歳代 51 4651 佐生　武志 ｻｿｳ ﾀｹｼ  1:52:48 富山県
ハーフ壮年男子50歳代 52 4570 高橋　誠 ﾀｶﾊｼ ﾏｺﾄ  1:52:50 安曇野市
ハーフ壮年男子50歳代 53 4589 山田　孝博 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ  1:52:58 松本市
ハーフ壮年男子50歳代 54 4528 紺谷　悟司 ｺﾝﾔ ｻﾄｼ  1:53:08 神奈川県
ハーフ壮年男子50歳代 55 4630 古薮　修宏 ﾌﾙﾔﾌﾞ ﾉﾘﾋﾛ  1:53:20 船橋ＳＪＣ 千葉県
ハーフ壮年男子50歳代 56 4532 丸山　晃生 ﾏﾙﾔﾏ ｱｷｵ  1:53:36 安曇野市
ハーフ壮年男子50歳代 57 4537 小林　達幸 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾕｷ  1:53:45 岐阜県
ハーフ壮年男子50歳代 58 4503 古畑　和保 ﾌﾙﾊﾀ ｶｽﾞｵ  1:54:07 フルハタインテリア 安曇野市
ハーフ壮年男子50歳代 59 4636 中村　孝史 ﾅｶﾑﾗ ﾀｶｼ  1:54:09 松本市
ハーフ壮年男子50歳代 60 4623 森　茂樹 ﾓﾘ ｼｹﾞｷ  1:55:04 信越病院 信濃町
ハーフ壮年男子50歳代 61 4592 中村　宗二 ﾅｶﾑﾗ ｿｳｼﾞ  1:55:06 千曲市
ハーフ壮年男子50歳代 62 4536 田中　智 ﾀﾅｶ ｻﾄｼ  1:55:08 伊那市
ハーフ壮年男子50歳代 63 4691 市川　実 ｲﾁｶﾜ ﾐﾉﾙ  1:55:12 長野市
ハーフ壮年男子50歳代 64 4678 鷲田　修 ﾜｼﾀﾞ ｵｻﾑ  1:55:15 ＡＡＣ 東京都
ハーフ壮年男子50歳代 65 4594 八十島　邦昭 ﾔｿｼﾏ ｸﾆｱｷ  1:56:03 クーニーズ 富山県
ハーフ壮年男子50歳代 66 4581 塚田　順一 ﾂｶﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ  1:56:04 長野市
ハーフ壮年男子50歳代 67 4533 今井　潔 ｲﾏｲ ｷﾖｼ  1:56:41 東京都
ハーフ壮年男子50歳代 68 4671 清水　義雄 ｼﾐｽﾞ ﾖｼｵ  1:57:05 守谷ＲＣ 長野市
ハーフ壮年男子50歳代 69 4680 倉谷　明 ｸﾗﾀﾆ ｱｷﾗ  1:57:08 福井県
ハーフ壮年男子50歳代 70 4520 山浦　政彦 ﾔﾏｳﾗ ﾏｻﾋｺ  1:57:12 佐久市
ハーフ壮年男子50歳代 71 4659 高野　貞美 ﾀｶﾉ ｻﾀﾞﾐ  1:58:36 長野市
ハーフ壮年男子50歳代 72 4530 小川　浩一 ｵｶﾞﾜ ｺｳｲﾁ  1:58:39 東京都
ハーフ壮年男子50歳代 73 4692 倉澤　良幸 ｸﾗｻﾜ ﾖｼﾕｷ  1:58:44 ＫＩＴＡＮＯ 長野市
ハーフ壮年男子50歳代 74 4602 浦井　啓至 ｳﾗｲ ｹｲｼﾞ  1:58:56 大阪府
ハーフ壮年男子50歳代 75 4683 鳥羽　章人 ﾄﾊﾞ ｱｷﾋﾄ  1:59:04 大町市
ハーフ壮年男子50歳代 76 4539 丸山　邦治 ﾏﾙﾔﾏ ｸﾆｼﾞ  1:59:27 安さん 長野市
ハーフ壮年男子50歳代 77 4534 細木　厚志 ﾎｿｷ ｱﾂｼ  1:59:27 ＰＣＪＲ神戸 兵庫県
ハーフ壮年男子50歳代 78 4689 浅野　俊介 ｱｻﾉ ｼｭﾝｽｹ  1:59:28 がんこママのパン教室 大町市
ハーフ壮年男子50歳代 79 4575 篠塚　三樹雄 ｼﾉﾂｶ ﾐｷｵ  1:59:45 ＴＥＡＭＫＰＰ 東京都
ハーフ壮年男子50歳代 80 4642 佐野　雄士 ｻﾉ ﾕｳｼﾞ  1:59:49 富士宮信用金庫 静岡県
ハーフ壮年男子50歳代 81 4624 梅澤　哲郎 ｳﾒｻﾞﾜ ﾃﾂﾛｳ  2:00:52 謙信走会 新潟県
ハーフ壮年男子50歳代 82 4669 柴田　巧 ｼﾊﾞﾀ ﾀｸﾐ  2:01:04 チーム田園詩 白馬村
ハーフ壮年男子50歳代 83 4647 藤森　昌幸 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾏｻﾕｷ  2:01:13 松本市
ハーフ壮年男子50歳代 84 4631 野崎　真 ﾉｻｷ ﾏｺﾄ  2:01:34 北陽建設 松本市
ハーフ壮年男子50歳代 85 4509 佐野　秋仁 ｻﾉ ｱｷﾋﾄ  2:01:59 安曇野市
ハーフ壮年男子50歳代 86 4633 西野　成人 ﾆｼﾉ ﾅﾘﾄ  2:02:13 ＮＴＴ北陸 石川県
ハーフ壮年男子50歳代 87 4656 大竹　博昭 ｵｵﾀｹ ﾋﾛｱｷ  2:02:28 信州大学 松本市
ハーフ壮年男子50歳代 88 4646 伊藤　英樹 ｲﾄｳ ﾋﾃﾞｷ  2:02:35 正光建設 愛知県
ハーフ壮年男子50歳代 89 4542 高橋　正樹 ﾀｶﾊｼ ﾏｻｷ  2:02:55 ■■■縦横無人？■■ 長野市
ハーフ壮年男子50歳代 90 4667 大久保　元靖 ｵｵｸﾎﾞ ﾓﾄﾔｽ  2:02:59 三井住友トラスト 松本市
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ハーフ壮年男子50歳代 91 4550 竹内　敏昭 ﾀｹｳﾁ ﾄｼｱｷ  2:03:33 長野県 長野市
ハーフ壮年男子50歳代 92 4513 野尻　修 ﾉｼﾞﾘ ｵｻﾑ  2:03:41 富山県
ハーフ壮年男子50歳代 93 4511 山岸　俊之 ﾔﾏｷﾞｼ ﾄｼﾕｷ  2:03:51 長野市
ハーフ壮年男子50歳代 94 4613 小林　由長 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾀｹ  2:04:04 東京都
ハーフ壮年男子50歳代 95 4596 山腰　雅人 ﾔﾏｺｼ ﾏｻﾄ  2:04:09 岐阜県
ハーフ壮年男子50歳代 96 4615 森田　清司 ﾓﾘﾀ ｾｲｼﾞ  2:04:14 ひつじクラブ 富山県
ハーフ壮年男子50歳代 97 4515 北原　俊 ｷﾀﾊﾗ ｻﾄｼ  2:04:14 松本信用金庫 池田町
ハーフ壮年男子50歳代 98 4677 千野　浩 ﾁﾉ ﾋﾛｼ  2:04:25 岡谷市
ハーフ壮年男子50歳代 99 4510 赤田　弥寿文 ｱｶﾀﾞ ﾔｽﾌﾐ  2:04:50 鉄の料理人 池田町
ハーフ壮年男子50歳代 100 4551 田力　祐志 ﾀﾘｷ ﾕｳｼﾞ  2:05:21 長野市
ハーフ壮年男子50歳代 101 4620 大日方　利男 ｵﾋﾞﾅﾀ ﾄｼｵ  2:05:33 篠ノ井ＲＣ 長野市
ハーフ壮年男子50歳代 102 4609 須藤　登 ｽﾄﾞｳ ﾉﾎﾞﾙ  2:05:37 神奈川県
ハーフ壮年男子50歳代 103 4531 小山　尚敏 ｺﾔﾏ ﾅｵﾄｼ  2:05:47 池田町
ハーフ壮年男子50歳代 104 4674 渡邊　正治郎 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳｼﾞﾛｳ  2:05:47 自衛隊長野地本 大町市
ハーフ壮年男子50歳代 105 4672 川上　顕生 ｶﾜｶﾐ ｱｷｵ  2:07:08 大町市
ハーフ壮年男子50歳代 106 4655 小黒　進 ｺｸﾞﾛ ｽｽﾑ  2:07:21 大町市
ハーフ壮年男子50歳代 107 4587 原　啓明 ﾊﾗ ﾋﾛｱｷ  2:08:27 チーム寺沢 長野市
ハーフ壮年男子50歳代 108 4559 樽田　宏 ﾀﾙﾀ ﾋﾛｼ  2:08:30 会計局駅伝ひとり 長野市
ハーフ壮年男子50歳代 109 4658 松島　克信 ﾏﾂｼﾏ ｶﾂﾉﾌﾞ  2:08:32 千曲市
ハーフ壮年男子50歳代 110 4666 石原　篤 ｲｼﾊﾗ ｱﾂｼ  2:09:11 長野市
ハーフ壮年男子50歳代 111 4634 岩本　朗 ｲﾜﾓﾄ ｱｷﾗ  2:09:14 東京都
ハーフ壮年男子50歳代 112 4562 柏崎　達徳 ｶｼﾜｻﾞｷ ﾀﾂﾉﾘ  2:09:20 大町市
ハーフ壮年男子50歳代 113 4598 細谷　直樹 ﾎｿﾔ ﾅｵｷ  2:09:27 東京都
ハーフ壮年男子50歳代 114 4670 丸山　篤敬 ﾏﾙﾔﾏ ｱﾂﾉﾘ  2:09:36 長野市
ハーフ壮年男子50歳代 115 4588 上嶋　優二 ｶﾐｼﾞﾏ ﾕｳｼﾞ  2:09:38 松本市
ハーフ壮年男子50歳代 116 4541 徳原　嗣久 ﾄｸﾊﾞﾗ ﾂｷﾞﾋｻ  2:09:46 とくばラン 大町市
ハーフ壮年男子50歳代 117 4512 今滝　郁夫 ｲﾏﾀｷ ｲｸｵ  2:10:04 ＺＥＲＯ　ＲＣ 大町市
ハーフ壮年男子50歳代 118 4684 塩谷　正明 ｼｵﾔ ﾏｻｱｷ  2:10:12 安中走ろう会 群馬県
ハーフ壮年男子50歳代 119 4514 勝野　泰光 ｶﾂﾉ ﾔｽﾐﾂ  2:11:00 大町市
ハーフ壮年男子50歳代 120 4657 助川　博 ｽｹｶﾞﾜ ﾋﾛｼ  2:11:32 茨城県
ハーフ壮年男子50歳代 121 4673 工藤　正安 ｸﾄﾞｳ ﾏｻﾔｽ  2:11:32 ＡＩＧ 東京都
ハーフ壮年男子50歳代 122 4681 柴田　英雄 ｼﾊﾞﾀ ﾋﾃﾞｵ  2:11:33 ＮＴＴ東日本サービス 松本市
ハーフ壮年男子50歳代 123 4639 段谷　憲 ﾀﾞﾝﾀﾆ ｹﾝ  2:12:17 東京都
ハーフ壮年男子50歳代 124 4632 浅原　昭久 ｱｻﾊﾗ ｱｷﾋｻ  2:13:19 大町南小 池田町
ハーフ壮年男子50歳代 125 4650 深沢　敦 ﾌｶｻﾜ ｱﾂｼ  2:13:45 長野市
ハーフ壮年男子50歳代 126 4653 二木　和隆 ﾌﾀﾂｷﾞ ｶｽﾞﾀｶ  2:13:49 篠ノ井ＲＣ 長野市
ハーフ壮年男子50歳代 127 4540 下畑　政実 ｼﾓﾊﾀ ﾏｻﾐ  2:13:58 リオン熱学ＡＣ 長野市
ハーフ壮年男子50歳代 128 4664 小田切　雅仁 ｵﾀｷﾞﾘ ﾏｻﾋﾄ  2:15:06 それいけ郵便局 長野市
ハーフ壮年男子50歳代 129 4563 大槻　則夫 ｵｵﾂｷ ﾉﾘｵ  2:15:08 ＧＴＤ 埼玉県
ハーフ壮年男子50歳代 130 4668 斎藤　隆行 ｻｲﾄｳ ﾀｶﾕｷ  2:15:48 愛知県
ハーフ壮年男子50歳代 131 4601 藤本　宏貴 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾋﾛﾀｶ  2:16:16 久兵衛トライアスロン 東京都
ハーフ壮年男子50歳代 132 4661 南　伸幸 ﾐﾅﾐ ﾉﾌﾞﾕｷ  2:16:46 大阪府
ハーフ壮年男子50歳代 133 4635 瀬崎　靖行 ｾｻﾞｷ ﾔｽﾕｷ  2:17:19 東京都
ハーフ壮年男子50歳代 134 4645 平沢　健太郎 ﾋﾗｻﾜ ｹﾝﾀﾛｳ  2:17:20 宮田村
ハーフ壮年男子50歳代 135 4687 花村　隆善 ﾊﾅﾑﾗ ﾀｶﾖｼ  2:17:29 松本市
ハーフ壮年男子50歳代 136 4676 栗林　正幸 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾕｷ  2:18:24 大町市
ハーフ壮年男子50歳代 137 4621 遠藤　晋 ｴﾝﾄﾞｳ ｼﾝ  2:18:33 神奈川県
ハーフ壮年男子50歳代 138 4604 安藤　善啓 ｱﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾋﾛ  2:19:02 愛知県
ハーフ壮年男子50歳代 139 4622 水上　豊 ﾐｽﾞｶﾐ ﾕﾀｶ  2:19:37 富山県
ハーフ壮年男子50歳代 140 4600 仲田　康仁 ﾅｶﾀ ﾔｽﾋﾄ  2:19:57 チームサーマル 愛知県
ハーフ壮年男子50歳代 141 4567 丸山　勇 ﾏﾙﾔﾏ ｲｻﾑ  2:20:13 長野市
ハーフ壮年男子50歳代 142 4553 鈴木　孝一 ｽｽﾞｷ ｺｳｲﾁ  2:20:20 ＣＢＲＥ 愛知県
ハーフ壮年男子50歳代 143 4616 加藤　圭治 ｶﾄｳ ｹｲｼﾞ  2:22:26 松本市
ハーフ壮年男子50歳代 144 4518 柏山　育男 ｶｼﾔﾏ ｲｸｵ  2:22:47 ＹＳＳＲＣ 神奈川県
ハーフ壮年男子50歳代 145 4505 小林　毅 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｹｼ  2:23:55 ホームエネルギー長野 安曇野市
ハーフ壮年男子50歳代 146 4685 笹　広男 ｻｻ ﾋﾛｵ  2:24:11 長野市
ハーフ壮年男子50歳代 147 4686 塩澤　行弘 ｼｵｻﾞﾜ ﾕｷﾋﾛ  2:24:16 長野市
ハーフ壮年男子50歳代 148 4628 徳武　文雄 ﾄｸﾀｹ ﾌﾐｵ  2:24:20 長野市
ハーフ壮年男子50歳代 149 4543 岩渕　聡 ｲﾜﾌﾞﾁ ｻﾄﾙ  2:24:32 神奈川県
ハーフ壮年男子50歳代 150 4501 佐野　正博 ｻﾉ ﾏｻﾋﾛ  2:24:44 静岡県
ハーフ壮年男子50歳代 151 4573 森田　悦朗 ﾓﾘﾀ ｴﾂﾛｳ  2:24:46 愛知県
ハーフ壮年男子50歳代 152 4688 宮下　淳 ﾐﾔｼﾀ ｱﾂｼ  2:24:54 綿半ＲＣ 池田町
ハーフ壮年男子50歳代 153 4593 金光　敏行 ｶﾈﾐﾂ ﾄｼﾕｷ  2:27:58 長崎市役所 長崎県
ハーフ壮年男子50歳代 154 4652 山内　博正 ﾔﾏﾉｳﾁ ﾋﾛﾏｻ  2:28:58 東京都
ハーフ壮年男子50歳代 155 4568 佐藤　忠明 ｻﾄｳ ﾀﾀﾞｱｷ  2:29:41 長野市
ハーフ壮年男子50歳代 156 4545 尾崎　雄一 ｵｻﾞｷ ﾕｳｲﾁ  2:30:17 長野市
ハーフ壮年男子50歳代 157 4508 熊井　良夫 ｸﾏｲ ﾖｼｵ  2:30:30 松本市
ハーフ壮年男子50歳代 158 4525 宮島　忠雄 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾀﾀﾞｵ  2:31:25 長野市
ハーフ壮年男子50歳代 159 4627 塚田　浩 ﾂｶﾀﾞ ﾋﾛｼ  2:31:54 長野市
ハーフ壮年男子50歳代 160 4549 白石　義実 ｼﾗｲｼ ﾖｼﾐ  2:32:51 中野市
ハーフ壮年男子50歳代 161 4582 小林　浩一 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｲﾁ  2:33:09 新潟県
ハーフ壮年男子50歳代 162 4595 吉原　明彦 ﾖｼﾊﾗ ｱｷﾋｺ  2:33:36 長野市
ハーフ壮年男子50歳代 163 4584 西尾　竜一 ﾆｼｵ ﾘｭｳｲﾁ  2:36:03 埼玉県
ハーフ壮年男子50歳代 164 4523 西頭　俊幸 ｻｲﾄｳ ﾄｼﾕｷ  2:36:55 富山県
ハーフ壮年男子50歳代 165 4660 野崎　壮一 ﾉｻﾞｷ ｿｳｲﾁ  2:37:45 みぬま福祉会 埼玉県
ハーフ壮年男子50歳代 166 4679 青沼　則吉 ｱｵﾇﾏ ﾉﾘﾖｼ  2:46:35 愛知県
ハーフ壮年男子50歳代 167 4557 菊谷　実 ｷｸﾔ ﾏｺﾄ  2:47:17 コマツレンタル 神奈川県
ハーフ壮年男子50歳代 168 4564 宮澤　宏祐 ﾐﾔｻﾞﾜ ｺｳｽｹ  2:47:22 豊科北小学校 安曇野市
ハーフ壮年男子50歳代 169 4648 宮崎　静致 ﾐﾔｻﾞｷ ｾｲﾁ  2:47:28 ズクたんズ 長野市
ハーフ壮年男子50歳代 170 4625 保谷　義彦 ﾎﾔ ﾖｼﾋｺ  2:49:17 ケーキ工房キャロット 須坂市
ハーフ壮年男子50歳代 171 4521 宮澤　一 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾊｼﾞﾒ  2:50:23 小布施アスリート 小布施町
ハーフ壮年男子50歳代 172 4591 稲田　明浩 ｲﾅﾀﾞ ｱｷﾋﾛ  2:50:32 東京都
ハーフ壮年男子50歳代 173 4612 田中　成明 ﾀﾅｶ ｼｹﾞｱｷ  2:51:52 ＪＯＬＦ 東京都
ハーフ壮年男子50歳代 174 4611 島　康宏 ｼﾏ ﾔｽﾋﾛ  2:53:12 富山県
ハーフ壮年男子50歳代 175 4605 古賀　庸介 ｺｶﾞ ﾖｳｽｹ  2:58:57 長野市



種目名 種目順位 ｾﾞｯｹﾝ番号 氏名漢字 氏名ｶﾅ 印字タイム 所属ｸﾗﾌﾞ名 県名
ハーフ壮年男子60歳代 1 4703 三浦　正司 ﾐｳﾗ ﾀﾀﾞｼ  1:33:40 ＭＩＵＲＵＮ 飯田市
ハーフ壮年男子60歳代 2 4806 中島　泰助 ﾅｶｼﾏ ﾀｲｽｹ  1:35:48 東照ランナーズ 愛知県
ハーフ壮年男子60歳代 3 3302 名塚　達夫 ﾅﾂﾞｶ ﾀﾂｵ  1:36:22 池田町陸上部 池田町
ハーフ壮年男子60歳代 4 3301 古賀　正孝 ｺｶﾞ ﾏｻﾀｶ  1:38:32 静岡県
ハーフ壮年男子60歳代 5 4802 齊藤　和雄 ｻｲﾄｳ ｶｽﾞｵ  1:39:38 秋田県
ハーフ壮年男子60歳代 6 4728 遠藤　俊行 ｴﾝﾄﾞｳ ﾄｼﾕｷ  1:41:58 ＺＥＲＯ　ＲＣ 大町市
ハーフ壮年男子60歳代 7 4807 成瀬　高史 ﾅﾙｾ ﾀｶﾌﾐ  1:42:13 白馬村
ハーフ壮年男子60歳代 8 4742 高橋　勇 ﾀｶﾊｼ ｲｻﾑ  1:42:43 入間市黒須ＲＣ 埼玉県
ハーフ壮年男子60歳代 9 4780 奥原　敏彦 ｵｸﾊﾗ ﾄｼﾋｺ  1:46:20 木祖村
ハーフ壮年男子60歳代 10 4718 花岡　虎之助 ﾊﾅｵｶ ﾄﾗﾉｽｹ  1:46:24 塩の道走友会 大町市
ハーフ壮年男子60歳代 11 4761 東城　是夫 ﾄｳｼﾞｮｳ ﾖｼｵ  1:47:24 ちいむもみじ 箕輪町
ハーフ壮年男子60歳代 12 4754 山﨑　賢一 ﾔﾏｻﾞｷ ｹﾝｲﾁ  1:47:55 上田市
ハーフ壮年男子60歳代 13 4779 鷲尾　亀 ﾜｼｵ ﾋｻｼ  1:50:16 長野市
ハーフ壮年男子60歳代 14 4719 向原　正昭 ﾑｶｲﾊﾗ ﾏｻｱｷ  1:50:41 塩尻市
ハーフ壮年男子60歳代 15 4711 佐藤　吉三 ｻﾄｳ ｷﾁｿﾞｳ  1:52:33 神奈川県
ハーフ壮年男子60歳代 16 4723 矢野　俊則 ﾔﾉ ﾄｼﾉﾘ  1:53:28 上水内駅伝部 飯綱町
ハーフ壮年男子60歳代 17 4759 竹松　武登 ﾀｹﾏﾂ ﾀｹﾄ  1:54:43 伊那市
ハーフ壮年男子60歳代 18 4741 清水　富夫 ｼﾐｽﾞ ﾄﾐｵ  1:55:21 長野市
ハーフ壮年男子60歳代 19 4773 森野　秀登 ﾓﾘﾉ ﾋﾃﾞﾄ  1:57:07 松川村
ハーフ壮年男子60歳代 20 4715 矢野　鈴雄 ﾔﾉ ｽｽﾞｵ  1:59:26 ●●チーム絶好調●● 飯綱町
ハーフ壮年男子60歳代 21 4744 小野山　洋身 ｵﾉﾔﾏ ﾋﾛﾐ  2:00:46 東御市
ハーフ壮年男子60歳代 22 4709 内田　清 ｳﾁﾀﾞ ｷﾖｼ  2:01:00 東京都
ハーフ壮年男子60歳代 23 4750 佐々木　幸雄 ｻｻｷ ﾕｷｵ  2:01:01 石川県
ハーフ壮年男子60歳代 24 4772 杉村　一誠 ｽｷﾞﾑﾗ ｶｽﾞﾉﾌﾞ  2:01:22 大阪府
ハーフ壮年男子60歳代 25 4793 大川井　章訓 ｵｵｶﾜｲ ｱｷﾉﾘ  2:02:31 安曇野市
ハーフ壮年男子60歳代 26 4727 熊谷　力 ｸﾏｶﾞｲ ﾁｶﾗ  2:02:46 埼玉県
ハーフ壮年男子60歳代 27 4808 出村　和一 ﾃﾞﾑﾗ ｶｽﾞｲﾁ  2:02:48 石川県
ハーフ壮年男子60歳代 28 4730 村井　研一 ﾑﾗｲ ｹﾝｲﾁ  2:03:45 育てる会 大町市
ハーフ壮年男子60歳代 29 3303 和久井　清 ﾜｸｲ ｷﾖｼ  2:04:38 ＴＭ・ＣＬＵＢ 長野市
ハーフ壮年男子60歳代 30 4771 一ノ瀬　雄三 ｲﾁﾉｾ ﾕｳｿﾞｳ  2:04:59 安曇野市
ハーフ壮年男子60歳代 31 4770 藤沢　修二 ﾌｼﾞｻﾜ ｼｭｳｼﾞ  2:05:27 箕輪町
ハーフ壮年男子60歳代 32 4756 伊藤　弘一 ｲﾄｳ ﾋﾛｶｽﾞ  2:05:29 宮田村
ハーフ壮年男子60歳代 33 4812 木村　善二 ｷﾑﾗ ﾖｼﾂｸﾞ  2:05:48 大阪府
ハーフ壮年男子60歳代 34 4735 長谷川　泰輝 ﾊｾｶﾞﾜ ﾔｽﾃﾙ  2:06:21 富士足柄走友会 神奈川県
ハーフ壮年男子60歳代 35 4752 西澤　健司 ﾆｼｻﾞﾜ ｹﾝｼﾞ  2:06:58 上田市
ハーフ壮年男子60歳代 36 4733 降旗　一仁 ﾌﾘﾊﾀ ｶｽﾞﾋﾄ  2:07:17 一人ランラン 大町市
ハーフ壮年男子60歳代 37 4758 後藤　哲男 ｺﾞﾄｳ ﾃﾂｵ  2:08:44 神奈川県
ハーフ壮年男子60歳代 38 4708 岩垂　英行 ｲﾜﾀﾞﾚ ﾋﾃﾞﾕｷ  2:09:40 小井川クラブ 岡谷市
ハーフ壮年男子60歳代 39 4724 柚木　三夫 ﾕﾉｷ ﾐﾂｵ  2:10:47 富山県
ハーフ壮年男子60歳代 40 4798 岩垣　敏明 ｲﾜｶﾞｷ ﾄｼｱｷ  2:10:53 ウイングラン飛 岐阜県
ハーフ壮年男子60歳代 41 4732 五十嵐　喜治 ｲｶﾞﾗｼ ﾖｼﾊﾙ  2:11:11 増尾独走会 千葉県
ハーフ壮年男子60歳代 42 4743 梶原　伸二 ｶｼﾞﾜﾗ ｼﾝｼﾞ  2:11:16 埼玉県
ハーフ壮年男子60歳代 43 4776 西條　勝宜 ﾆｼｼﾞｮｳ ｶﾂﾖｼ  2:11:29 頑張れ信州畜産 上田市
ハーフ壮年男子60歳代 44 4813 村元　茂明 ﾑﾗﾓﾄ ｼｹﾞｱｷ  2:12:13 富山県
ハーフ壮年男子60歳代 45 4799 園部　芳也 ｿﾉﾍﾞ ﾖｼﾅﾘ  2:12:14 大町市
ハーフ壮年男子60歳代 46 4726 酒井　利政 ｻｶｲ ﾄｼﾏｻ  2:12:14 石川県
ハーフ壮年男子60歳代 47 4720 滝沢　泉 ﾀｷｻﾞﾜ ｲｽﾞﾐ  2:12:25 松川村
ハーフ壮年男子60歳代 48 4769 大倉　正勝 ｵｵｸﾗ ﾏｻｶﾂ  2:13:08 東京都
ハーフ壮年男子60歳代 49 4722 船坂　力 ﾌﾅｻｶ ﾘｷ  2:13:43 安曇野市
ハーフ壮年男子60歳代 50 4725 藤巻　秀敏 ﾌｼﾞﾏｷ ﾋﾃﾞｻﾄ  2:13:48 糸魚川・螢 新潟県
ハーフ壮年男子60歳代 51 4748 河村　倍男 ｶﾜﾑﾗ ﾏｽｵ  2:14:02 信州中野楽走 中野市
ハーフ壮年男子60歳代 52 4797 半崎　公次 ﾊﾝｻﾞｷ ｺｳｼﾞ  2:14:36 大阪府
ハーフ壮年男子60歳代 53 4792 中山　隆 ﾅｶﾔﾏ ﾀｶｼ  2:14:39 白馬村
ハーフ壮年男子60歳代 54 4783 小川　潔 ｵｶﾞﾜ ｷﾖｼ  2:14:58 愛知県
ハーフ壮年男子60歳代 55 4740 鈴木　富雄 ｽｽﾞｷ ﾄﾐｵ  2:15:51 富士フィルム走友会 神奈川県
ハーフ壮年男子60歳代 56 4767 村松　芳彦 ﾑﾗﾏﾂ ﾖｼﾋｺ  2:15:56 ＳＴＢ 飯山市
ハーフ壮年男子60歳代 57 4795 中村　幸雄 ﾅｶﾑﾗ ﾕｷｵ  2:16:16 安曇野市
ハーフ壮年男子60歳代 58 4760 佐藤　忠一 ｻﾄｳ ﾀﾀﾞｶｽﾞ  2:16:42 中野市
ハーフ壮年男子60歳代 59 4810 宮川　重和 ﾐﾔｶﾞﾜ ｼｹﾞｶｽﾞ  2:16:57 高山村
ハーフ壮年男子60歳代 60 4811 田中　淳 ﾀﾅｶ ｷﾖｼ  2:17:00 滋賀県
ハーフ壮年男子60歳代 61 4762 永井　隆之 ﾅｶﾞｲ ﾀｶﾕｷ  2:17:53 愛知県
ハーフ壮年男子60歳代 62 4753 牧野内　隆夫 ﾏｷﾉｳﾁ ﾀｶｵ  2:18:19 愛知県
ハーフ壮年男子60歳代 63 4745 春風　孝成 ﾊﾙｶｾﾞ ﾀｶｼｹﾞ  2:18:44 ニチビ 東京都
ハーフ壮年男子60歳代 64 4738 岡本　正和 ｵｶﾓﾄ ﾏｻｶｽﾞ  2:19:31 長野市
ハーフ壮年男子60歳代 65 4701 外山　真一 ﾄﾔﾏ ｼﾝｲﾁ  2:20:02 アルバトロス 茨城県
ハーフ壮年男子60歳代 66 4804 加藤　波男 ｶﾄｳ ﾅﾐｵ  2:21:29 岐阜県
ハーフ壮年男子60歳代 67 4800 小島　正隆 ｺｼﾞﾏ ﾏｻﾀｶ  2:22:04 佐久市
ハーフ壮年男子60歳代 68 4775 森崎　三津男 ﾓﾘｻｷ ﾐﾂｵ  2:24:27 安曇野市
ハーフ壮年男子60歳代 69 4704 小林　孝 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶｼ  2:25:00 東京都
ハーフ壮年男子60歳代 70 4817 古畑　良一 ﾌﾙﾊﾀ ﾘｮｳｲﾁ  2:26:53 安曇野市
ハーフ壮年男子60歳代 71 4751 小林　茂 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｹﾞﾙ  2:27:14 中野市
ハーフ壮年男子60歳代 72 4729 青木　寛治 ｱｵｷ ｶﾝｼﾞ  2:27:30 松本市
ハーフ壮年男子60歳代 73 4785 山田　篤 ﾔﾏﾀﾞ ｱﾂｼ  2:27:35 愛知県
ハーフ壮年男子60歳代 74 4805 松澤　保雄 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾔｽｵ  2:27:53 松川村
ハーフ壮年男子60歳代 75 4788 丸山　正 ﾏﾙﾔﾏ ﾀﾀﾞｼ  2:28:47 長野市
ハーフ壮年男子60歳代 76 4777 古川　実 ﾌﾙｶﾜ ﾐﾉﾙ  2:29:55 富山県
ハーフ壮年男子60歳代 77 4794 越田　勉 ｺｼﾀﾞ ﾂﾄﾑ  2:30:20 石川県
ハーフ壮年男子60歳代 78 4766 中村　勝雄 ﾅｶﾑﾗ ｶﾂｵ  2:30:54 中村走友会 埼玉県
ハーフ壮年男子60歳代 79 4747 小林　良慈 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼｼﾞ  2:32:59 あんだんて 大町市
ハーフ壮年男子60歳代 80 4734 近藤　孝義 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾖｼ  2:34:00 愛知県
ハーフ壮年男子60歳代 81 4710 佐藤　忠晴 ｻﾄｳ ﾀﾀﾞﾊﾙ  2:34:43 いずみＳＳＴ 愛知県
ハーフ壮年男子60歳代 82 4737 島田　義信 ｼﾏﾀﾞ ﾖｼﾉﾌﾞ  2:34:51 個人参加 埼玉県
ハーフ壮年男子60歳代 83 4765 青木　芳勝 ｱｵｷ ﾖｼｶﾂ  2:34:53 長野市
ハーフ壮年男子60歳代 84 4803 堺　正衛 ｻｶｲ ｼｮｳｴｲ  2:34:57 ＫＤＣ 中野市
ハーフ壮年男子60歳代 85 4818 金﨑　康晴 ｶﾅｻｷ ﾔｽﾊﾙ  2:35:46 ｒｃｃ 大阪府
ハーフ壮年男子60歳代 86 4717 平井　司郎 ﾋﾗｲ ｼﾛｳ  2:36:17 大町市
ハーフ壮年男子60歳代 87 4757 戸澤　裕幸 ﾄｻﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ  2:37:06 八王子おおるり 東京都
ハーフ壮年男子60歳代 88 4712 塩原　和則 ｼｵﾊﾗ ｶｽﾞﾉﾘ  2:39:27 がんばっ亭 塩尻市
ハーフ壮年男子60歳代 89 4763 吉沢　道男 ﾖｼｻﾞﾜ ﾐﾁｵ  2:40:36 ミル．ファン 長野市
ハーフ壮年男子60歳代 90 4739 戸塚　正幸 ﾄﾂｶ ﾏｻﾕｷ  2:42:32 千曲市



種目名 種目順位 ｾﾞｯｹﾝ番号 氏名漢字 氏名ｶﾅ 印字タイム 所属ｸﾗﾌﾞ名 県名
ハーフ壮年男子60歳代 91 4713 下坂　正良 ｼﾓｻｶ ﾏｻﾖｼ  2:47:27 大町市
ハーフ壮年男子60歳代 92 4749 宮下　秀雄 ﾐﾔｼﾀ ﾋﾃﾞｵ  2:51:27 東京都
ハーフ壮年男子60歳代 93 4786 新澤　孝典 ﾆｲｻﾞﾜ ﾀｶﾉﾘ  2:54:54 男爵 奈良県
ハーフ壮年男子60歳代 94 4782 入江　研 ｲﾘｴ ｹﾝ  2:58:28 千葉県
ハーフ壮年男子60歳代 95 4721 内山　博 ｳﾁﾔﾏ ﾋﾛｼ  2:59:36 大町商工会議所 大町市
ハーフ壮年男子60歳代 96 4768 小林　勉 ｺﾊﾞﾔｼ ﾂﾄﾑ  2:59:43 石川県
ハーフ壮年男子60歳代 97 4706 宮尾　憲清 ﾐﾔｵ ﾉﾘｷﾖ  3:00:14 長野市
ハーフ壮年男子60歳代 98 4702 石渡　富男 ｲｼﾜﾀ ﾄﾐｵ  3:01:53 錦糸公園夜走会 東京都



種目名 種目順位 ｾﾞｯｹﾝ番号 氏名漢字 氏名ｶﾅ 印字タイム 所属ｸﾗﾌﾞ名 県名
ハーフ壮年男子70歳以上 1 4909 古畑　武利 ﾌﾙﾊﾀ ﾀｹﾄｼ  1:54:11 波田ＪＣ 松本市
ハーフ壮年男子70歳以上 2 4913 石部　洋 ｲｼﾍﾞ ﾋﾛｼ  1:56:48 松本市
ハーフ壮年男子70歳以上 3 4906 岡　正廣 ｵｶ ﾏｻﾋﾛ  1:57:09 ＭＲクラブ 愛知県
ハーフ壮年男子70歳以上 4 4917 渡辺　敏雄 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄｼｵ  1:57:49 ウィングラン・飛 岐阜県
ハーフ壮年男子70歳以上 5 4902 川口　幸雄 ｶﾜｸﾞﾁ ﾕｷｵ  1:58:19 安曇野１人旅 安曇野市
ハーフ壮年男子70歳以上 6 4904 小森谷　和夫 ｺﾓﾘﾔ ｶｽﾞｵ  2:03:07 神奈川県
ハーフ壮年男子70歳以上 7 4916 花村　朝一 ﾊﾅﾑﾗ ｱｻｲﾁ  2:03:34 松本市
ハーフ壮年男子70歳以上 8 4907 加藤　智誠 ｶﾄｳ ﾁｾｲ  2:05:59 糸魚川蛍 新潟県
ハーフ壮年男子70歳以上 9 4914 酒井　武司 ｻｶｲ ﾀｹｼ  2:08:22 きたながのＲＣ 長野市
ハーフ壮年男子70歳以上 10 4920 橋立　親夫 ﾊｼﾀﾞﾃ ﾁｶｵ  2:14:17 南木曽ランナーズ 南木曽町
ハーフ壮年男子70歳以上 11 4921 田中　源一 ﾀﾅｶ ｹﾞﾝｲﾁ  2:14:23 あさまＤＲＣ 箕輪町
ハーフ壮年男子70歳以上 12 4910 堀口　頼雄 ﾎﾘｸﾞﾁ ﾖﾘｵ  2:16:51 長野走ろう会 長野市
ハーフ壮年男子70歳以上 13 4912 飯塚　芳喜 ｲｲﾂﾞｶ ﾖｼｷ  2:17:56 長野市
ハーフ壮年男子70歳以上 14 4919 荻原　昌秀 ｵｷﾞﾜﾗ ﾏｻﾋﾃﾞ  2:25:06 チームドラゴン 長野市
ハーフ壮年男子70歳以上 15 4908 中村　道夫 ﾅｶﾑﾗ ﾐﾁｵ  2:29:45 東海走友会 愛知県
ハーフ壮年男子70歳以上 16 4905 市川　祐次 ｲﾁｶﾜ ﾕｳｼﾞ  2:31:53 ＺＥＲＯ　ＲＣ 長野市
ハーフ壮年男子70歳以上 17 4911 佐藤　捷良 ｻﾄｳ ｶﾂﾖｼ  2:37:12 今もＳＣ 白馬村
ハーフ壮年男子70歳以上 18 4915 塚田　孝一 ﾂｶﾀﾞ ｺｳｲﾁ  2:41:23 長野走ろう会 長野市
ハーフ壮年男子70歳以上 19 4903 佐々木　宏行 ｻｻｷ ﾋﾛﾕｷ  2:41:48 富士見町



種目名 種目順位 ｾﾞｯｹﾝ番号 氏名漢字 氏名ｶﾅ 印字タイム 所属ｸﾗﾌﾞ名 県名
１０ｋｍ一般男子 1 6008 百瀬　大輝 ﾓﾓｾ ﾋﾛｷ  0:33:59 大町高等学校 安曇野市
１０ｋｍ一般男子 2 6006 百瀬　永吉 ﾓﾓｾ ﾅｶﾞﾖｼ  0:34:45 松本市
１０ｋｍ一般男子 3 6335 田村　大和 ﾀﾑﾗ ﾔﾏﾄ  0:35:38 堀川産業 上田市
１０ｋｍ一般男子 4 6002 山岸　和真 ﾔﾏｷﾞｼ ｶｽﾞﾏ  0:36:29 大町建走友会 大町市
１０ｋｍ一般男子 5 6246 手塚　道夫 ﾃﾂﾞｶ ﾐﾁｵ  0:37:12 松本市
１０ｋｍ一般男子 6 6435 山田　祐也 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾔ  0:39:27 中野市
１０ｋｍ一般男子 7 6321 林　宏治 ﾊﾔｼ ｺｳｼﾞ  0:40:27 や～げん 安曇野市
１０ｋｍ一般男子 8 6322 高橋　朋裕 ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾋﾛ  0:41:14 塩尻市
１０ｋｍ一般男子 9 6362 大堀　陽 ｵｵﾎﾘ ｱｷﾗ  0:41:26 ビー・エム・エル 埼玉県
１０ｋｍ一般男子 10 6420 岩垂　武 ｲﾜﾀﾞﾚ ﾀｹｼ  0:43:02 ターミガンズ長野 安曇野市
１０ｋｍ一般男子 11 6429 松本　秀明 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾃﾞｱｷ  0:43:04 小川村
１０ｋｍ一般男子 12 6004 酒井　博 ｻｶｲ ﾋﾛｼ  0:43:24 京セラ長野 岡谷市
１０ｋｍ一般男子 13 6003 高野　健二 ﾀｶﾉ ｹﾝｼﾞ  0:43:28 エアラン東京 千葉県
１０ｋｍ一般男子 14 6401 高橋　弘樹 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｷ  0:44:16 静岡県
１０ｋｍ一般男子 15 6422 松原　悟 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｻﾄﾙ  0:44:27 ＴＥＡＭ南木曽 南木曽町
１０ｋｍ一般男子 16 6410 小林　照男 ｺﾊﾞﾔｼ ﾃﾙｵ  0:44:40 チーム土地改良 飯田市
１０ｋｍ一般男子 17 6324 村松　崇志 ﾑﾗﾏﾂ ﾀｶｼ  0:45:13 ヨシダショウ 長野市
１０ｋｍ一般男子 18 6440 グリフィス　ピーター ｸﾞﾘﾌｨｽ ﾋﾟｰﾀｰ  0:45:20 東京都
１０ｋｍ一般男子 19 6243 西村　浩 ﾆｼﾑﾗ ﾋﾛｼ  0:46:33 長野市
１０ｋｍ一般男子 20 6383 松本　皓介 ﾏﾂﾓﾄ ｺｳｽｹ  0:46:51 埼玉県
１０ｋｍ一般男子 21 6249 左右田　恭朋 ｿｳﾀﾞ ﾔｽﾄﾓ  0:47:09 大町高等学校２年 大町市
１０ｋｍ一般男子 22 6379 水野　哲男 ﾐｽﾞﾉ ﾃﾂｵ  0:47:28 長谷小学校 箕輪町
１０ｋｍ一般男子 23 6300 高野　哲哉 ﾀｶﾉ ﾃﾂﾔ  0:47:53 大町市
１０ｋｍ一般男子 24 6334 小林　三男 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾂｵ  0:48:47 宝資源開発 安曇野市
１０ｋｍ一般男子 25 6345 中村　一雄 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞｵ  0:48:50 池田町
１０ｋｍ一般男子 26 6404 横田　博和 ﾖｺﾀ ﾋﾛｶｽﾞ  0:49:07 富山県
１０ｋｍ一般男子 27 6245 宮澤　房雄 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾌｻｵ  0:49:43 小谷村
１０ｋｍ一般男子 28 6367 金子　章 ｶﾈｺ ｱｷﾗ  0:49:44 諏訪市
１０ｋｍ一般男子 29 6221 依田　四郎 ﾖﾀﾞ ｼﾛｳ  0:49:54 北御牧Ｒ・Ｃ 東御市
１０ｋｍ一般男子 30 6380 小林　和也 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾔ  0:49:55 岡谷市
１０ｋｍ一般男子 31 6332 松本　淳 ﾏﾂﾓﾄ ｼﾞｭﾝ  0:50:00 菱三工業 愛知県
１０ｋｍ一般男子 32 6399 渡辺　孝志 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶｼ  0:50:01 新潟県
１０ｋｍ一般男子 33 6218 駒田　誠次郎 ｺﾏﾀﾞ ｾｲｼﾞﾛｳ  0:50:28 安曇野市
１０ｋｍ一般男子 34 6263 寺坂　俊彦 ﾃﾗｻｶ ﾄｼﾋｺ  0:50:36 松本信用金庫 塩尻市
１０ｋｍ一般男子 35 6425 森阪　裕之 ﾓﾘｻｶ ﾋﾛﾕｷ  0:50:41 山梨大学 山梨県
１０ｋｍ一般男子 36 6259 山田　智之 ﾔﾏﾀﾞ ﾄﾓﾕｷ  0:50:51 松本信用金庫 松本市
１０ｋｍ一般男子 37 6294 松本　浩 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛｼ  0:51:19 瞳子ちゃんＲＣ 長野市
１０ｋｍ一般男子 38 6237 古原　和浩 ｺﾊﾗ ｶｽﾞﾋﾛ  0:51:25 長野銀行 松川村
１０ｋｍ一般男子 39 6428 坂井　正 ｻｶｲ ﾀﾀﾞｼ  0:51:34 小川村
１０ｋｍ一般男子 40 6224 白澤　顕新 ｼﾗｻﾜ ｹﾝｼﾝ  0:51:36 大町北高等学校 松川村
１０ｋｍ一般男子 41 6371 片上　悟 ｶﾀｶﾞﾐ ｻﾄﾙ  0:52:08 松本市
１０ｋｍ一般男子 42 6444 中野　将一郎 ﾅｶﾉ ｼｮｳｲﾁﾛｳ  0:52:28 松本市
１０ｋｍ一般男子 43 6369 松井　俊樹 ﾏﾂｲ ﾄｼｷ  0:53:00 愛知県
１０ｋｍ一般男子 44 6361 翠川　紹夫 ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ﾂｸﾞｵ  0:53:09 北御牧ＲＣ 東御市
１０ｋｍ一般男子 45 6351 阪本　正治 ｻｶﾓﾄ ﾏｻｼﾞ  0:53:16 タケミクラブ 愛知県
１０ｋｍ一般男子 46 6305 輿　幸明 ｺｼ ﾖｼｱｷ  0:53:18 松本市
１０ｋｍ一般男子 47 6424 飯森　直樹 ｲｲﾓﾘ ﾅｵｷ  0:53:23 大町市
１０ｋｍ一般男子 48 6285 栗林　輝男 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾃﾙｵ  0:53:26 長野市
１０ｋｍ一般男子 49 6354 宮川　真 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾏｺﾄ  0:53:53 北信総合病院 須坂市
１０ｋｍ一般男子 50 6333 滝原　裕太 ﾀｷﾊﾗ ﾕｳﾀ  0:53:56 大町市
１０ｋｍ一般男子 51 6267 輪湖　源和 ﾜｺ ﾓﾄｶｽﾞ  0:54:12 松本信用金庫 松本市
１０ｋｍ一般男子 52 6443 山岸　亮平 ﾔﾏｷﾞｼ ﾘｮｳﾍｲ  0:54:16 松本市
１０ｋｍ一般男子 53 6297 ウイリエムス　マーク ｳｲﾘｴﾑｽ ﾏｰｸ  0:54:21 ＴＨＲＥＥＰＥＡＫＳ 白馬村
１０ｋｍ一般男子 54 6244 西澤　理 ﾆｼｻﾞﾜ ｵｻﾑ  0:54:22 大町市
１０ｋｍ一般男子 55 6403 左右田　慎也 ｿｳﾀﾞ ｼﾝﾔ  0:54:22 大町市
１０ｋｍ一般男子 56 6353 藤森　芳郎 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾖｼﾛｳ  0:54:25 北信総合病院 中野市
１０ｋｍ一般男子 57 6203 松本　健児 ﾏﾂﾓﾄ ｹﾝｼﾞ  0:54:37 神奈川県
１０ｋｍ一般男子 58 6311 井垣　昭宏 ｲｶﾞｷ ｱｷﾋﾛ  0:54:43 愛知県
１０ｋｍ一般男子 59 6314 山本　恭生 ﾔﾏﾓﾄ ﾔｽｵ  0:54:57 千葉県
１０ｋｍ一般男子 60 6453 伊東　眞一 ｲﾄｳ ｼﾝｲﾁ  0:55:10 とくばラン 茅野市
１０ｋｍ一般男子 61 6306 吉田　裕志 ﾖｼﾀﾞ ﾋﾛｼ  0:55:18 神奈川県
１０ｋｍ一般男子 62 6286 鈴木　孝治 ｽｽﾞｷ ｺｳｼﾞ  0:55:20 東京都
１０ｋｍ一般男子 63 6317 西　庸丈 ﾆｼ ﾉﾌﾞﾀｹ  0:55:21 諏訪市
１０ｋｍ一般男子 64 6253 渡邊　仁 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞﾝ  0:55:22 １３普連３中隊 松本市
１０ｋｍ一般男子 65 6264 土屋　和裕 ﾂﾁﾔ ｶｽﾞﾋﾛ  0:55:25 松本信用金庫 松本市
１０ｋｍ一般男子 66 6413 森　惠治 ﾓﾘ ｹｲｼﾞ  0:55:30 安曇野市
１０ｋｍ一般男子 67 6323 山崎　興一 ﾔﾏｻﾞｷ ｺｳｲﾁ  0:55:32 愛知県
１０ｋｍ一般男子 68 6327 上條　智徳 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾄﾓﾉﾘ  0:55:45 コスモス 長野市
１０ｋｍ一般男子 69 6408 井村　豪 ｲﾑﾗ ﾂﾖｼ  0:55:51 大町市
１０ｋｍ一般男子 70 6005 三村　貞夫 ﾐﾑﾗ ｻﾀﾞｵ  0:56:00 岡谷市
１０ｋｍ一般男子 71 6310 坂　直樹 ｻｶ ﾅｵｷ  0:56:09 三重県
１０ｋｍ一般男子 72 6282 赤羽　勁哉 ｱｶﾊﾈ ｹｲﾔ  0:56:11 ＭＳＲＣ 松本市
１０ｋｍ一般男子 73 6394 布村　俊明 ﾇﾉﾑﾗ ﾄｼｱｷ  0:56:13 愛知県
１０ｋｍ一般男子 74 6231 武田　昌之 ﾀｹﾀﾞ ﾏｻﾕｷ  0:56:25 伝刀産業 大町市
１０ｋｍ一般男子 75 6272 小林　重信 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｹﾞﾉﾌﾞ  0:56:28 アート金属 上田市
１０ｋｍ一般男子 76 6391 長谷川　朋 ﾊｾｶﾞﾜ ﾄﾓ  0:56:36 アステラス製薬 長野市
１０ｋｍ一般男子 77 6382 山田　達也 ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾂﾔ  0:56:42 茨城県
１０ｋｍ一般男子 78 6342 大山　政雄 ｵｵﾔﾏ ﾏｻｵ  0:56:58 糸魚川・蛍 新潟県
１０ｋｍ一般男子 79 6360 廣　絢人 ﾋﾛ ｱﾔﾄ  0:57:12 神奈川県
１０ｋｍ一般男子 80 6402 丸山　政紀 ﾏﾙﾔﾏ ﾏｻﾉﾘ  0:57:25 松本市
１０ｋｍ一般男子 81 6347 鈴木　義男 ｽｽﾞｷ ﾖｼｵ  0:57:29 静岡県
１０ｋｍ一般男子 82 6370 荻原　敬一 ｵｷﾞﾊﾗ ｹｲｲﾁ  0:57:32 北御牧ＲＣ 東御市
１０ｋｍ一般男子 83 6261 小口　拓也 ｵｸﾞﾁ ﾀｸﾔ  0:57:38 松本信用金庫 松本市
１０ｋｍ一般男子 84 6229 美濃　諭 ﾐﾉ ｻﾄｼ  0:57:40 フリー 大町市
１０ｋｍ一般男子 85 6400 丸山　博 ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾛｼ  0:57:43 安曇野市
１０ｋｍ一般男子 86 6228 西澤　淳弥 ﾆｼｻﾞﾜ ｼﾞｭﾝﾔ  0:57:48 トーヨークリエイト（株） 長野市
１０ｋｍ一般男子 87 6318 村瀬　政信 ﾑﾗｾ ﾏｻﾉﾌﾞ  0:57:51 相生山病院 愛知県
１０ｋｍ一般男子 88 6325 上原　敏夫 ｳｴﾊﾗ ﾄｼｵ  0:57:56 長岡ランナーズ 新潟県
１０ｋｍ一般男子 89 6301 堀口　知記 ﾎﾘｸﾞﾁ ﾄﾓﾉﾘ  0:58:12 埼玉県
１０ｋｍ一般男子 90 6375 後藤　豊 ｺﾞﾄｳ ﾕﾀｶ  0:58:18 （株）ちくま精機 安曇野市



種目名 種目順位 ｾﾞｯｹﾝ番号 氏名漢字 氏名ｶﾅ 印字タイム 所属ｸﾗﾌﾞ名 県名
１０ｋｍ一般男子 91 6365 大蔵　浩樹 ｵｵｸﾗ ﾋﾛｷ  0:58:22 伊那市
１０ｋｍ一般男子 92 6212 田中　茂 ﾀﾅｶ ｼｹﾞﾙ  0:58:24 三珠走ろう会 山梨県
１０ｋｍ一般男子 93 6356 小島　拓実 ｺｼﾞﾏ ﾀｸﾐ  0:58:30 北信総合病院 小布施町
１０ｋｍ一般男子 94 6374 水野　和徳 ﾐｽﾞﾉ ｶｽﾞﾉﾘ  0:58:31 米三ＲＣ 富山県
１０ｋｍ一般男子 95 6359 伴野　洋之 ﾊﾞﾝﾉ ﾋﾛﾕｷ  0:59:04 木崎高校生徒会 愛知県
１０ｋｍ一般男子 96 6210 清水　和俊 ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞﾄｼ  0:59:31 大町市
１０ｋｍ一般男子 97 6366 工藤　淳平 ｸﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ  0:59:47 ＡＰＥＡＭＩ 静岡県
１０ｋｍ一般男子 98 6233 橋詰　康司 ﾊｼﾂﾞﾒ ｺｳｼﾞ  0:59:49 長野銀行 安曇野市
１０ｋｍ一般男子 99 6303 安村　明 ﾔｽﾑﾗ ｱｷﾗ  0:59:54 三重県
１０ｋｍ一般男子 100 6337 石川　晃太郎 ｲｼｶﾜ ｺｳﾀﾛｳ  0:59:54 山梨県
１０ｋｍ一般男子 101 6250 鈴木　皓 ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾑ  0:59:58 チーム・リセット 大町市
１０ｋｍ一般男子 102 6236 田中　潤 ﾀﾅｶ ｼﾞｭﾝ  1:00:02 長野銀行 安曇野市
１０ｋｍ一般男子 103 6230 関　敏男 ｾｷ ﾄｼｵ  1:00:05 大町山道走友会 大町市
１０ｋｍ一般男子 104 6268 原山　司 ﾊﾗﾔﾏ ﾂｶｻ  1:00:21 大町市
１０ｋｍ一般男子 105 6450 元　裕一 ﾓﾄ ﾕｳｲﾁ  1:00:24 松本市
１０ｋｍ一般男子 106 6384 塚野　隆雄 ﾂｶﾉ ﾀｶｵ  1:00:28 長野市
１０ｋｍ一般男子 107 6419 渡辺　信一 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝｲﾁ  1:00:30 ＴＭＮＦ 上田市
１０ｋｍ一般男子 108 6293 新井　信生 ｱﾗｲ ﾉﾌﾞｲｷ  1:00:40 ゆっくり走ろ会 群馬県
１０ｋｍ一般男子 109 6452 降籏　弘明 ﾌﾘﾊﾀ ﾋﾛｱｷ  1:00:44 長野市
１０ｋｍ一般男子 110 6232 木村　邦夫 ｷﾑﾗ ｸﾆｵ  1:00:44 テクテクカメ 小谷村
１０ｋｍ一般男子 111 6204 吉村　晃 ﾖｼﾑﾗ ｱｷﾗ  1:00:58 神奈川県
１０ｋｍ一般男子 112 6271 西村　淳司 ﾆｼﾑﾗ ｼﾞｭﾝｼﾞ  1:01:01 伊那市
１０ｋｍ一般男子 113 6291 池上　満浩 ｲｹｶﾞﾐ ﾐﾂﾋﾛ  1:01:01 伊那市
１０ｋｍ一般男子 114 6434 吉沢　克美 ﾖｼｻﾞﾜ ｶﾂﾐ  1:01:13 豊丘村
１０ｋｍ一般男子 115 6269 北澤　恵一郎 ｷﾀｻﾞﾜ ｹｲｲﾁﾛｳ  1:01:21 大町市
１０ｋｍ一般男子 116 6270 遠藤　厚志 ｴﾝﾄﾞｳ ｱﾂｼ  1:01:29 見栄だ倶楽部 岐阜県
１０ｋｍ一般男子 117 6368 露木　玉吉 ﾂﾕｷ ﾀﾏｷﾁ  1:01:37 富士フイルム走友 神奈川県
１０ｋｍ一般男子 118 6298 黒岩　賢五 ｸﾛｲﾜ ｶﾂﾕｷ  1:01:56 スマイル 群馬県
１０ｋｍ一般男子 119 6406 小野　洋平 ｵﾉ ﾖｳﾍｲ  1:02:04 長野銀行 塩尻市
１０ｋｍ一般男子 120 6439 牧野　二郎 ﾏｷﾉ ｼﾞﾛｳ  1:02:17 東京電力 大町市
１０ｋｍ一般男子 121 6338 黒岩　兼一 ｸﾛｲﾜ ｹﾝｲﾁ  1:02:34 蘭〇陸上部 群馬県
１０ｋｍ一般男子 122 6373 瀬戸　淳治 ｾﾄ ｼﾞｭﾝｼﾞ  1:02:35 辰野町
１０ｋｍ一般男子 123 6280 清野　芳則 ｷﾖﾉ ﾖｼﾉﾘ  1:02:40 安曇野市
１０ｋｍ一般男子 124 6296 黒岩　和久 ｸﾛｲﾜ ｶｽﾞﾋｻ  1:02:48 北村屋 群馬県
１０ｋｍ一般男子 125 6397 宮嶋　哲也 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾃﾂﾔ  1:02:50 東御市
１０ｋｍ一般男子 126 6438 吉田　亮 ﾖｼﾀﾞ ﾘｮｳ  1:02:51 フリーター 長野市
１０ｋｍ一般男子 127 6207 川上　博通 ｶﾜｶﾐ ﾋﾛﾐﾁ  1:02:53 山形村
１０ｋｍ一般男子 128 6281 片桐　充至 ｶﾀｷﾞﾘ ｱﾂｼ  1:03:00 ＭＳＲＣ 松本市
１０ｋｍ一般男子 129 6260 矢幡　和之 ﾔﾊﾀ ｶｽﾞﾕｷ  1:03:01 松本信用金庫 安曇野市
１０ｋｍ一般男子 130 6255 岡本　将浩 ｵｶﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ  1:03:02 松本信用金庫 松川村
１０ｋｍ一般男子 131 6238 太田　穂積 ｵｵﾀ ﾎﾂﾞﾐ  1:03:07 白馬ほづみ 白馬村
１０ｋｍ一般男子 132 6227 藤巻　和成 ﾌｼﾞﾏｷ ｶｽﾞﾅﾘ  1:03:18 大町市
１０ｋｍ一般男子 133 6387 神津　直也 ｺｳﾂﾞ ﾅｵﾔ  1:03:21 愉快なユッカリーズ 小諸市
１０ｋｍ一般男子 134 6307 加藤　定義 ｶﾄｳ ｻﾀﾞﾖｼ  1:03:26 岐阜県
１０ｋｍ一般男子 135 6279 辻　久明 ﾂｼﾞ ﾋｻｱｷ  1:03:52 高嶺走友会 安曇野市
１０ｋｍ一般男子 136 6219 平林　英夫 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｵ  1:04:01 大町市
１０ｋｍ一般男子 137 6417 橋本　淳 ﾊｼﾓﾄ ｷﾖｼ  1:04:17 埼玉県
１０ｋｍ一般男子 138 6278 木下　修 ｷﾉｼﾀ ｼｭｳ  1:04:22 木下建工 佐久市
１０ｋｍ一般男子 139 6358 岡部　泰士 ｵｶﾍﾞ ﾔｽｼ  1:04:30 松本義肢製作所 静岡県
１０ｋｍ一般男子 140 6289 小松　真樹 ｺﾏﾂ ﾏｻｷ  1:04:40 伊那市
１０ｋｍ一般男子 141 6336 柳本　吉彦 ﾔﾅｷﾞﾓﾄ ﾖｼﾋｺ  1:04:41 山梨県
１０ｋｍ一般男子 142 6320 大井　悠一 ｵｵｲ ﾕｳｲﾁ  1:04:47 チームのこのこ 上田市
１０ｋｍ一般男子 143 6328 百瀬　寛 ﾓﾓｾ ﾋﾛｼ  1:04:47 池田町
１０ｋｍ一般男子 144 6292 島田　温 ｼﾏﾀﾞ ﾕﾀｶ  1:04:50 大新田 大町市
１０ｋｍ一般男子 145 6352 前沢　哲也 ﾏｴｻﾞﾜ ﾃﾂﾔ  1:05:17 北信総合病院 中野市
１０ｋｍ一般男子 146 6295 宮下　恒郎 ﾐﾔｼﾀ ﾂﾈｵ  1:05:20 チームみちこ 東京都
１０ｋｍ一般男子 147 6431 佐久間　健 ｻｸﾏ ﾀｹｼ  1:05:21 コスモテック 須坂市
１０ｋｍ一般男子 148 6283 若松　宏光 ﾜｶﾏﾂ ﾋﾛﾐﾂ  1:05:25 ＯＪＲＴ 神奈川県
１０ｋｍ一般男子 149 6381 黒田　昌美 ｸﾛﾀﾞ ﾏｻﾐ  1:05:27 チームぷるるん 松本市
１０ｋｍ一般男子 150 6319 宮本　翼 ﾐﾔﾓﾄ ﾂﾊﾞｻ  1:05:31 安曇野市
１０ｋｍ一般男子 151 6427 細川　イザケ ﾎｿｶﾜ ｲｻﾞｹ  1:05:50 小川村
１０ｋｍ一般男子 152 6448 山﨑　照佳 ﾔﾏｻﾞｷ ﾃﾙﾖｼ  1:05:51 松本市
１０ｋｍ一般男子 153 6426 上本　賢一 ｶﾐﾓﾄ ｹﾝｲﾁ  1:05:54 小川村
１０ｋｍ一般男子 154 6214 尾田　勝 ｵﾀﾞ ﾏｻﾙ  1:05:58 大町市
１０ｋｍ一般男子 155 6421 上村　了一 ｶﾐﾑﾗ ﾘｮｳｲﾁ  1:06:01 大町市
１０ｋｍ一般男子 156 6256 下里　純平 ｼﾓｻﾄ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ  1:06:47 松本信用金庫 安曇野市
１０ｋｍ一般男子 157 6315 青木　昭夫 ｱｵｷ ﾃﾙｵ  1:06:59 松本市
１０ｋｍ一般男子 158 6449 唐木　大輔 ｶﾗｷ ﾀﾞｲｽｹ  1:07:17 松本市
１０ｋｍ一般男子 159 6215 松澤　道夫 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾐﾁｵ  1:07:20 駒ヶ根市
１０ｋｍ一般男子 160 6348 江口　正人 ｴｸﾞﾁ ﾏｻﾄ  1:07:25 ＮＴＴ 山形県
１０ｋｍ一般男子 161 6257 下川　直樹 ｼﾓｶﾜ ﾅｵｷ  1:07:28 松本信用金庫 白馬村
１０ｋｍ一般男子 162 6451 川池　洋一 ｶﾜｲｹ ﾖｳｲﾁ  1:07:55 大町市
１０ｋｍ一般男子 163 6312 松下　唯雄 ﾏﾂｼﾀ ﾀﾀﾞｵ  1:08:01 千葉県
１０ｋｍ一般男子 164 6441 祢津　純輝 ﾈﾂ ｼﾞｭﾝｷ  1:08:19 木島平村
１０ｋｍ一般男子 165 6349 杉山　貴彦 ｽｷﾞﾔﾏ ﾀｶﾋｺ  1:08:30 伊那市
１０ｋｍ一般男子 166 6389 山口　正幸 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾕｷ  1:08:50 愉快なユッカリーズ 佐久市
１０ｋｍ一般男子 167 6265 清水　翼 ｼﾐｽﾞ ﾂﾊﾞｻ  1:09:00 松本信用金庫 安曇野市
１０ｋｍ一般男子 168 6442 松原　勇 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｲｻﾑ  1:09:03 愛知県
１０ｋｍ一般男子 169 6418 松澤　裕司 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾕｳｼﾞ  1:09:30 長野市
１０ｋｍ一般男子 170 6377 外間　政信 ﾎｶﾏ ﾏｻﾉﾌﾞ  1:09:39 長野市
１０ｋｍ一般男子 171 6378 外間　信人 ﾎｶﾏ ﾉﾌﾞﾋﾄ  1:09:39 長野市
１０ｋｍ一般男子 172 6274 下平　裕介 ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾕｳｽｹ  1:09:41 アースタック 東京都
１０ｋｍ一般男子 173 6234 青木　雅志 ｱｵｷ ﾏｻｼ  1:09:59 長野銀行 池田町
１０ｋｍ一般男子 174 6390 井出　知行 ｲﾃﾞ ﾄﾓﾕｷ  1:10:06 愉快なユッカリーズ 北相木村
１０ｋｍ一般男子 175 6350 山﨑　三郎 ﾔﾏｻｷ ｻﾌﾞﾛｳ  1:10:10 岐阜県
１０ｋｍ一般男子 176 6446 山﨑　卓 ﾔﾏｻﾞｷ ｽｸﾞﾙ  1:10:26 松本市
１０ｋｍ一般男子 177 6316 志村　朋之 ｼﾑﾗ ﾄﾓﾕｷ  1:10:54 ＭＦ甲信越 山梨県
１０ｋｍ一般男子 178 6415 亀田　瞬 ｶﾒﾀﾞ ｼｭﾝ  1:10:55 日本下水道新技術機構 東京都
１０ｋｍ一般男子 179 6222 大滝　晃 ｵｵﾀｷ ｱｷﾗ  1:11:35 大町市
１０ｋｍ一般男子 180 6216 野坂　健次郎 ﾉｻｶ ｹﾝｼﾞﾛｳ  1:11:39 掛川北病院 静岡県
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１０ｋｍ一般男子 181 6405 原田　信光 ﾊﾗﾀﾞ ﾉﾌﾞﾐﾂ  1:11:40 大町市
１０ｋｍ一般男子 182 6364 市川　勝弘 ｲﾁｶﾜ ｶﾂﾋﾛ  1:11:55 富士足柄走友会 神奈川県
１０ｋｍ一般男子 183 6248 西山　輝夫 ﾆｼﾔﾏ ﾃﾙｵ  1:12:06 開成あじさいＪＣ 神奈川県
１０ｋｍ一般男子 184 6412 土田　稔 ﾂﾁﾀﾞ ﾐﾉﾙ  1:12:18 富山県
１０ｋｍ一般男子 185 6220 村上　陽一 ﾑﾗｶﾐ ﾖｳｲﾁ  1:12:23 トーヨークリエイト 飯山市
１０ｋｍ一般男子 186 6376 山上　均 ﾔﾏｶﾞﾐ ﾋﾄｼ  1:12:39 スローペース 神奈川県
１０ｋｍ一般男子 187 6388 谷本　弘毅 ﾀﾆﾓﾄ ｺｳｷ  1:12:45 愉快なユッカリーズ 佐久市
１０ｋｍ一般男子 188 6262 岩垂　修孝 ｲﾜﾀﾚ ｵｻﾖｼ  1:13:04 松本信用金庫 松本市
１０ｋｍ一般男子 189 6208 相良　正道 ｻｶﾞﾗ ﾏｻﾐﾁ  1:13:39 東海走友会 愛知県
１０ｋｍ一般男子 190 6304 鈴木　源一 ｽｽﾞｷ ｹﾞﾝｲﾁ  1:13:56 松本市
１０ｋｍ一般男子 191 6326 関根　直樹 ｾｷﾈ ﾅｵｷ  1:14:10 埼玉県
１０ｋｍ一般男子 192 6287 兼松　利光 ｶﾈﾏﾂ ﾄｼﾐﾂ  1:15:11 岐阜県
１０ｋｍ一般男子 193 6211 安楽　宏文 ｱﾝﾗｸ ﾋﾛﾌﾐ  1:15:18 大阪府
１０ｋｍ一般男子 194 6385 小出　マサト ｺｲﾃﾞ ﾏｻﾄ  1:15:52 あづみ野エフエム 安曇野市
１０ｋｍ一般男子 195 6363 傳刀　義正 ﾃﾞﾝﾄﾞｳ ﾖｼﾏｻ  1:16:30 大町市
１０ｋｍ一般男子 196 6235 小須田　直人 ｺｽﾀﾞ ﾅｵﾄ  1:16:32 長野銀行 佐久市
１０ｋｍ一般男子 197 6252 近藤　康雄 ｺﾝﾄﾞｳ ﾔｽｵ  1:16:50 チーム・リセット 飯田市
１０ｋｍ一般男子 198 6409 平林　佳樹 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾖｼｷ  1:16:55 長野市
１０ｋｍ一般男子 199 6206 伊藤　広伸 ｲﾄｳ ﾋﾛﾉﾌﾞ  1:17:07 大町市
１０ｋｍ一般男子 200 6225 佐塚　俊弘 ｻﾂｶ ﾄｼﾋﾛ  1:17:47 愛知県
１０ｋｍ一般男子 201 6437 浜　宜和 ﾊﾏ ﾉﾌﾞｶｽﾞ  1:18:30 東京電力 東京都
１０ｋｍ一般男子 202 6251 池上　匡也 ｲｹｶﾞﾐ ﾏｻﾔ  1:19:01 チーム・リセット 大町市
１０ｋｍ一般男子 203 6309 笹川　和幸 ｻｻｶﾞﾜ ｶｽﾞﾕｷ  1:19:57 新潟県
１０ｋｍ一般男子 204 6407 三井　哲 ﾐﾂｲ ｻﾄｼ  1:20:48 大町市
１０ｋｍ一般男子 205 6447 齋藤　晴彦 ｻｲﾄｳ ﾊﾙﾋｺ  1:21:16 松本市
１０ｋｍ一般男子 206 6288 山下　達彦 ﾔﾏｼﾀ ﾀﾂﾋｺ  1:21:52 岐阜県
１０ｋｍ一般男子 207 6226 杉谷　勉 ｽｷﾞﾔ ﾂﾄﾑ  1:21:58 大町市ＳＣ 大町市
１０ｋｍ一般男子 208 6329 大崎　敏之 ｵｵｻｷ ﾄｼﾕｷ  1:22:43 いちやまマート 山梨県
１０ｋｍ一般男子 209 6330 横内　秀樹 ﾖｺｳﾁ ﾋﾃﾞｷ  1:22:44 ＫＫ 山梨県
１０ｋｍ一般男子 210 6239 飯森　正直 ｲｲﾓﾘ ﾏｻﾅｵ  1:23:43 大町市
１０ｋｍ一般男子 211 6393 岸本　光弘 ｷｼﾓﾄ ﾐﾂﾋﾛ  1:24:26 岐阜県
１０ｋｍ一般男子 212 6213 障子　巌 ｼｮｳｼﾞ ｲﾜｵ  1:24:26 近江クラブ 滋賀県
１０ｋｍ一般男子 213 6416 黒田　裕介 ｸﾛﾀﾞ ﾕｳｽｹ  1:27:16 愛知県
１０ｋｍ一般男子 214 6217 乕若　正之 ﾄﾗﾜｶ ﾏｻﾕｷ  1:28:32 チームめだか 滋賀県
１０ｋｍ一般男子 215 6205 野上　達雄 ﾉｶﾐ ﾀﾂｵ  1:28:38 和歌山県
１０ｋｍ一般男子 216 6254 坂井　謙司 ｻｶｲ ｹﾝｼﾞ  1:28:49 大町ＳＣ 大町市
１０ｋｍ一般男子 217 6247 井上　修一 ｲﾉｳｴ ｼｭｳｲﾁ  1:28:49 大阪府
１０ｋｍ一般男子 218 6392 永田　裕樹 ﾅｶﾞﾀ ﾋﾛｷ  1:28:50 ＴＥＡＭ南木曽 南木曽町
１０ｋｍ一般男子 219 6308 宮澤　忠一 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾁｭｳｲﾁ  1:30:24 長野市
１０ｋｍ一般男子 220 6411 今溝　竜也 ｲﾏﾐｿﾞ ﾀﾂﾔ  1:31:08 神奈川県
１０ｋｍ一般男子 221 6001 飯森　正明 ｲｲﾓﾘ ﾏｻｱｷ  1:31:43 野猿楽走会 東京都
１０ｋｍ一般男子 222 6372 小西　道郎 ｺﾆｼ ﾐﾁﾛｳ  1:35:04 東京都
１０ｋｍ一般男子 223 6275 宮原　圭太 ﾐﾔﾊﾗ ｹｲﾀ  1:37:57 アースタック 東京都
１０ｋｍ一般男子 224 6276 山本　裕輔 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｽｹ  1:38:39 アースタック 東京都
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３ｋｍ小学男子１・２年 1 7031 土赤　仁義 ﾂﾁｱｶ ｼﾞﾝ  0:11:44 腰越ＪＳＣ 小諸市
３ｋｍ小学男子１・２年 2 7018 横山　純平 ﾖｺﾔﾏ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ  0:13:06 大町南小学校 大町市
３ｋｍ小学男子１・２年 3 7030 丸山　大翔 ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾛﾄ  0:13:20 川中島ＪＲＣ 長野市
３ｋｍ小学男子１・２年 4 7016 田場　隆司 ﾀﾊﾞ ﾘｭｳｼﾞ  0:13:27 大町南小学校 大町市
３ｋｍ小学男子１・２年 5 7017 松下　絆 ﾏﾂｼﾀ ﾊﾞﾝ  0:13:29 大町南小学校 大町市
３ｋｍ小学男子１・２年 6 7002 奥原　陸斗 ｵｸﾊﾗ ﾘｸﾄ  0:13:47 穂高北小学校 安曇野市
３ｋｍ小学男子１・２年 7 7003 糸氏　琉人 ｲﾄｳｼﾞ ﾘｭｳﾄ  0:14:05 白馬北小 白馬村
３ｋｍ小学男子１・２年 8 7019 平林　羽功 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾊｸ  0:14:08 大町南小学校 大町市
３ｋｍ小学男子１・２年 9 7001 松澤　和壱 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾜｲﾁ  0:14:18 小谷小学校 小谷村
３ｋｍ小学男子１・２年 10 7033 相澤　伸一 ｱｲｻﾞﾜ ｼﾝｲﾁ  0:14:21 会染小学校 池田町
３ｋｍ小学男子１・２年 11 7011 横川　翔生 ﾖｺｶﾜ ｶﾅﾙ  0:14:23 大町北小学校 大町市
３ｋｍ小学男子１・２年 12 7025 永澤　良大 ﾅｶﾞｻﾜ ﾘｮｳﾀ  0:14:23 大町スポーツクラブ 大町市
３ｋｍ小学男子１・２年 13 7015 奥原　星 ｵｸﾊﾗ ｾｲ  0:14:48 大町南小学校 大町市
３ｋｍ小学男子１・２年 14 7027 松澤　巧馬 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾀｸﾏ  0:15:24 白馬北小 白馬村
３ｋｍ小学男子１・２年 15 7009 西山　成駿 ﾆｼﾔﾏ ﾅﾘﾄｼ  0:15:33 大町北小学校 大町市
３ｋｍ小学男子１・２年 16 7007 大塚　蒼空 ｵｵﾂｶ ｿﾗ  0:15:41 大町北小学校 大町市
３ｋｍ小学男子１・２年 17 7032 岸本　莞爾 ｷｼﾓﾄ ｶﾝｼﾞ  0:15:41 長野市
３ｋｍ小学男子１・２年 18 7010 大日向　結弦 ｵﾋﾞﾅﾀ ﾕｲﾄ  0:16:00 大町北小学校 大町市
３ｋｍ小学男子１・２年 19 7023 傳刀　誠真 ﾃﾞﾝﾄﾞｳ ｾｲﾏ  0:16:08 大町東小学校 大町市
３ｋｍ小学男子１・２年 20 7022 原　直生 ﾊﾗ ﾅｵｷ  0:16:19 大町東小学校 大町市
３ｋｍ小学男子１・２年 21 7026 仁科　悠佳 ﾆｼﾅ ﾊﾙｶ  0:16:28 大町スポーツクラブ 大町市
３ｋｍ小学男子１・２年 22 7008 吉田　龍馬 ﾖｼﾀﾞ ﾘｮｳﾏ  0:16:30 八坂小学校 大町市
３ｋｍ小学男子１・２年 23 7005 倉科　葵一 ｸﾗｼﾅ ｷｲﾁ  0:16:55 大町市立大町南小学校 大町市
３ｋｍ小学男子１・２年 24 7013 北原　駿 ｷﾀﾊﾗ ｼｭﾝ  0:17:18 大町南小学校 大町市
３ｋｍ小学男子１・２年 25 7014 菅澤　優樹 ｽｹﾞｻﾜ ﾕｳｷ  0:17:22 大町南小学校 大町市
３ｋｍ小学男子１・２年 26 7012 中原　純一朗 ﾅｶﾊﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ  0:17:26 大町北小学校 大町市
３ｋｍ小学男子１・２年 27 7024 守屋　大翔 ﾓﾘﾔ ﾀﾞｲﾄ  0:18:19 大町東小学校 大町市
３ｋｍ小学男子１・２年 28 7004 藤崎　陽士 ﾌｼﾞｻｷ ﾖｳｼﾞ  0:18:41 小谷小学校 小谷村
３ｋｍ小学男子１・２年 29 7020 太田　希夢 ｵｵﾀ ﾉｿﾞﾑ  0:19:20 大町西小学校 大町市
３ｋｍ小学男子１・２年 30 7021 和田　光子郎 ﾜﾀﾞ ｺｳｼﾛｳ  0:19:21 大町東小学校 大町市
３ｋｍ小学男子１・２年 31 7028 丸山　翔大 ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳﾀ  0:19:25 小谷小学校 小谷村
３ｋｍ小学男子１・２年 32 7006 西澤　希陸 ﾆｼｻﾞﾜ ﾘｸ  0:20:56 大町北小学校 大町市
３ｋｍ小学男子１・２年 33 7034 森阪　伊吹 ﾓﾘｻｶ ｲﾌﾞｷ  0:21:45 池田小学校 山梨県
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３ｋｍ小学男子３・４年 1 7261 内堀　翼 ｳﾁﾎﾞﾘ ﾂﾊﾞｻ  0:11:48 腰越ＪＳＣ 上田市
３ｋｍ小学男子３・４年 2 7242 平林　巧 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ  0:11:59 大町西小学校 大町市
３ｋｍ小学男子３・４年 3 7228 横山　竜成 ﾖｺﾔﾏ ﾘｭｳｾｲ  0:12:28 大町南小学校 大町市
３ｋｍ小学男子３・４年 4 7260 鈴木　智喜 ｽｽﾞｷ ﾄﾓｷ  0:12:42 静岡県
３ｋｍ小学男子３・４年 5 7241 馬場　翔大 ﾊﾞﾊﾞ ｼｮｳﾀ  0:12:48 大町西小学校 大町市
３ｋｍ小学男子３・４年 6 7253 丸山　海翔 ﾏﾙﾔﾏ ｶｲﾄ  0:13:04 小谷小学校 小谷村
３ｋｍ小学男子３・４年 7 7230 倉科　颯太 ｸﾗｼﾅ ｿｳﾀ  0:13:05 大町南小学校 大町市
３ｋｍ小学男子３・４年 8 7214 本堂　司 ﾎﾝﾄﾞｳ ﾂｶｻ  0:13:25 大町北小学校 大町市
３ｋｍ小学男子３・４年 9 7247 仁科　環樹 ﾆｼﾅ ﾀﾏｷ  0:13:26 大町スポーツクラブ 大町市
３ｋｍ小学男子３・４年 10 7209 矢口　風斗 ﾔｸﾞﾁ ｶｻﾞﾄ  0:13:27 穂高北小学校 安曇野市
３ｋｍ小学男子３・４年 11 7264 丸山　直生 ﾏﾙﾔﾏ ﾅｵ  0:13:28 山形小学校 山形村
３ｋｍ小学男子３・４年 12 7220 太谷　榛希 ｵｵﾀﾆ ﾊﾙｷ  0:13:30 大町北小学校 大町市
３ｋｍ小学男子３・４年 13 7254 渡辺　友規 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｷ  0:13:31 才教学園小学校 安曇野市
３ｋｍ小学男子３・４年 14 7267 松木　瞬弥 ﾏﾂｷ ｼｭﾝﾔ  0:13:41 牟礼陸上スポ少 飯綱町
３ｋｍ小学男子３・４年 15 7262 吉岡　斗真 ﾖｼｵｶ ﾄｳﾏ  0:13:49 川中島小学校 長野市
３ｋｍ小学男子３・４年 16 7213 西澤　光太 ﾆｼﾞｻﾞﾜ ｺｳﾀ  0:13:58 大町北小学校 大町市
３ｋｍ小学男子３・４年 17 7246 下條　拓海 ｼﾓｼﾞｮｳ ﾀｸﾐ  0:14:04 大町スポーツクラブ 大町市
３ｋｍ小学男子３・４年 18 7238 下川　然 ｼﾓｶﾜ ｾﾞﾝ  0:14:05 大町西小学校 大町市
３ｋｍ小学男子３・４年 19 7208 中山　智風 ﾅｶﾔﾏ ﾄﾓｶｾﾞ  0:14:06 池田小学校 池田町
３ｋｍ小学男子３・４年 20 7257 畔地　湊生 ｱｾﾞﾁ ｿｳｷ  0:14:10 上田市
３ｋｍ小学男子３・４年 21 7231 馬上　太一 ﾏｶﾞﾐ ﾀｲﾁ  0:14:14 大町南小学校 大町市
３ｋｍ小学男子３・４年 22 7224 栗林　慮雨 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ  0:14:16 大町北小学校 大町市
３ｋｍ小学男子３・４年 23 7223 遠藤　準也 ｴﾝﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝﾔ  0:14:19 大町北小学校 大町市
３ｋｍ小学男子３・４年 24 7227 西澤　篤哉 ﾆｼｻﾞﾜ ｱﾂﾔ  0:14:20 大町南小学校 大町市
３ｋｍ小学男子３・４年 25 7244 柴田　晴望 ｼﾊﾞﾀ ｾﾉﾝ  0:14:34 大町スポーツクラブ 大町市
３ｋｍ小学男子３・４年 26 7237 長澤　颯人 ﾅｶﾞｻﾜ ﾊﾔﾄ  0:14:34 大町西小学校 大町市
３ｋｍ小学男子３・４年 27 7256 清水　雄仁 ｼﾐｽﾞ ﾕｳｼﾞﾝ  0:14:36 信州大学付属長野小 長野市
３ｋｍ小学男子３・４年 28 7212 海川　輝貴 ｳﾐｶﾜ ｺｳｷ  0:14:41 大町北小学校 大町市
３ｋｍ小学男子３・４年 29 7201 続麻　陸王 ﾂﾂﾞｵ ﾘｵ  0:14:49 大町西小学校 大町市
３ｋｍ小学男子３・４年 30 7243 市川　拓海 ｲﾁｶﾜ ﾀｸﾐ  0:14:52 大町スポーツクラブ 大町市
３ｋｍ小学男子３・４年 31 7217 太田　龍輝 ｵｵﾀ ﾘｭｳｷ  0:14:52 大町北小学校 大町市
３ｋｍ小学男子３・４年 32 7259 黒岩　啓人 ｸﾛｲﾜ ｹｲﾄ  0:15:01 箕輪町 箕輪町
３ｋｍ小学男子３・４年 33 7219 白河　怜 ｼﾗｶﾜ ﾚｲ  0:15:06 大町北小学校 大町市
３ｋｍ小学男子３・４年 34 7216 松倉　朋樹 ﾏﾂｸﾗ ﾄﾓｷ  0:15:06 大町北小学校 大町市
３ｋｍ小学男子３・４年 35 7233 太田　歩夢 ｵｵﾀ ｱﾕﾑ  0:15:08 大町西小学校 大町市
３ｋｍ小学男子３・４年 36 7202 森谷　優斗 ﾓﾘﾀﾆ ﾕｳﾄ  0:15:08 大町市立八坂小学校 大町市
３ｋｍ小学男子３・４年 37 7221 大日向　孝雅 ｵﾋﾞﾅﾀ ｺｳｶﾞ  0:15:09 大町北小学校 大町市
３ｋｍ小学男子３・４年 38 7248 仁科　汰一 ﾆｼﾅ ﾀｲﾁ  0:15:09 大町スポーツクラブ 大町市
３ｋｍ小学男子３・４年 39 7205 小久保　悠斗 ｺｸﾎﾞ ﾕｳﾄ  0:15:09 東京都
３ｋｍ小学男子３・４年 40 7252 與川　竜陽 ﾖｶﾜ ﾘｭｳﾋ  0:15:12 神奈川県
３ｋｍ小学男子３・４年 41 7225 志水　宏生 ｼﾐｽﾞ ｺｳｾｲ  0:15:23 大町北小学校 大町市
３ｋｍ小学男子３・４年 42 7232 越山　蓮 ｺｼﾔﾏ ﾚﾝ  0:15:24 大町西小学校 大町市
３ｋｍ小学男子３・４年 43 7234 吉原　颯汰 ﾖｼﾊﾗ ｿｳﾀ  0:15:32 大町西小学校 大町市
３ｋｍ小学男子３・４年 44 7229 山本　啓介 ﾏﾂﾓﾄ ｹｲｽｹ  0:15:40 大町南小学校 大町市
３ｋｍ小学男子３・４年 45 7235 安藤　颯汰 ｱﾝﾄﾞｳ ｿｳﾀ  0:15:41 大町西小学校 大町市
３ｋｍ小学男子３・４年 46 7206 藤崎　誠士郎 ﾌｼﾞｻｷ ｾｲｼﾞﾛｳ  0:15:44 小谷小学校 小谷村
３ｋｍ小学男子３・４年 47 7207 青木　大空 ｱｵｷ ｿﾗ  0:15:47 安曇野市
３ｋｍ小学男子３・４年 48 7222 中原　慎一朗 ﾅｶﾊﾗ ｼﾝｲﾁﾛｳ  0:15:59 大町北小学校 大町市
３ｋｍ小学男子３・４年 49 7218 太谷　柚翔 ｵｵﾀﾆ ﾕｲﾄ  0:16:08 大町北小学校 大町市
３ｋｍ小学男子３・４年 50 7211 松澤　伸太朗 ﾏﾂｻﾞﾜ ｼﾝﾀﾛｳ  0:16:24 才教学園小学校３年 大町市
３ｋｍ小学男子３・４年 51 7249 速水　元 ﾊﾔﾐ ﾕｳﾀ  0:16:35 育てる会 大町市
３ｋｍ小学男子３・４年 52 7266 渡邉　海凛 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｲﾘ  0:16:37 大町南小学校 大町市
３ｋｍ小学男子３・４年 53 7265 荒井　春樹 ｱﾗｲ ﾊﾙｷ  0:16:39 大町南小 大町市
３ｋｍ小学男子３・４年 54 7210 丸山　幹太 ﾏﾙﾔﾏ ｶﾝﾀ  0:16:48 池田町
３ｋｍ小学男子３・４年 55 7239 清水　俊輔 ｼﾐｽﾞ ｼｭﾝｽｹ  0:16:53 大町東小学校 大町市
３ｋｍ小学男子３・４年 56 7204 村中　洸太 ﾑﾗﾅｶ ｺｳﾀ  0:17:19 穂高南小学校 安曇野市
３ｋｍ小学男子３・４年 57 7250 永田　悠馬 ﾅｶﾞﾀ ﾕｳﾏ  0:17:23 大町北小学校 大町市
３ｋｍ小学男子３・４年 58 7263 村山　颯哉 ﾑﾗﾔﾏ ｿｳﾔ  0:17:35 ちーむ　ぷー 安曇野市
３ｋｍ小学男子３・４年 59 7203 高橋　あつや ﾀｶﾊｼ ｱﾂﾔ  0:17:53 大町北小学校 大町市
３ｋｍ小学男子３・４年 60 7251 宮田　桜太朗 ﾐﾔﾀ ｻｸﾀﾛｳ  0:18:11 大町西小学校 大町市
３ｋｍ小学男子３・４年 61 7226 北澤　青空 ｷﾀｻﾞﾜ ｱｵｿﾞﾗ  0:18:25 八坂小学校 大町市
３ｋｍ小学男子３・４年 62 7255 武田　悠斗 ﾀｹﾀﾞ ﾕｳﾄ  0:19:09 安曇野市
３ｋｍ小学男子３・４年 63 7236 松村　直樹 ﾏﾂﾑﾗ ﾅｵｷ  0:21:14 大町西小学校 大町市
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３ｋｍ小学男子５・６年 1 8003 岡村　康太 ｵｶﾑﾗ ｺｳﾀ  0:10:49 川中島ＪＲＣ 長野市
３ｋｍ小学男子５・６年 2 8046 土赤　本気 ﾂﾁｱｶ ﾏｼﾞ  0:10:49 腰越ＪＳＣ 小諸市
３ｋｍ小学男子５・６年 3 8028 小坂　悠太 ｺｻｶ ﾕｳﾀ  0:11:06 大町スポーツクラブ 大町市
３ｋｍ小学男子５・６年 4 8048 成澤　爽 ﾅﾙｻﾜ ｱｷﾗ  0:11:10 腰越ＪＳＣ 上田市
３ｋｍ小学男子５・６年 5 8006 金古　廉 ｶﾈｺ ﾚﾝ  0:11:18 島立小学校 松本市
３ｋｍ小学男子５・６年 6 8044 田中　敬之輔 ﾀﾅｶ ｹｲﾉｽｹ  0:11:27 アベベ駅伝クラブ 安曇野市
３ｋｍ小学男子５・６年 7 8051 竹花　翔太 ﾀｹﾊﾅ ｼｮｳﾀ  0:11:50 腰越ＪＳＣ 上田市
３ｋｍ小学男子５・６年 8 8025 髙橋　慎平 ﾀｶﾊｼ ｼﾝﾍﾟｲ  0:12:13 大町東小学校 大町市
３ｋｍ小学男子５・６年 9 8053 浜谷　テンゴ ﾊﾏﾀﾆ ﾃﾝｺﾞ  0:12:22 小谷小学校 小谷村
３ｋｍ小学男子５・６年 10 8020 大塚　瑞生 ｵｵﾂｶ ﾐｽﾞｷ  0:12:22 大町西小学校 大町市
３ｋｍ小学男子５・６年 11 8037 黄　則夫 ｺｳ ﾉﾘｵ  0:12:33 育てる会 大町市
３ｋｍ小学男子５・６年 12 8018 奥原　陸 ｵｸﾊﾗ ﾘｸ  0:12:39 大町南小学校 大町市
３ｋｍ小学男子５・６年 13 8029 荒川　拓夢 ｱﾗｶﾜ ﾀｸﾑ  0:12:47 大町スポーツクラブ 大町市
３ｋｍ小学男子５・６年 14 8001 宮田　奏汰 ﾐﾔﾀ ｶﾅﾀ  0:12:56 大町北小学校 大町市
３ｋｍ小学男子５・６年 15 8041 岡安　帆崇 ｵｶﾔｽ ﾎﾀｶ  0:12:59 神奈川県
３ｋｍ小学男子５・６年 16 8033 荒井　誠 ｱﾗｲ ﾏｺﾄ  0:13:06 大町スポーツクラブ 大町市
３ｋｍ小学男子５・６年 17 8010 平林　響 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾅﾙ  0:13:08 大町北小学校 大町市
３ｋｍ小学男子５・６年 18 8004 赤田　武尊 ｱｶﾀﾞ ﾀｹﾙ  0:13:11 池田小学校 池田町
３ｋｍ小学男子５・６年 19 8017 田場　大毅 ﾀﾊﾞ ﾀｲｷ  0:13:13 大町南小学校 大町市
３ｋｍ小学男子５・６年 20 8007 中山　幸蔵 ﾅｶﾔﾏ ｺｳｿﾞｳ  0:13:20 池田小学校 池田町
３ｋｍ小学男子５・６年 21 8030 傘木　楓 ｶｻｷﾞ ｶｴﾃﾞ  0:13:36 大町スポーツクラブ 大町市
３ｋｍ小学男子５・６年 22 8012 中原　雄一朗 ﾅｶﾊﾗ ﾕｳｲﾁﾛｳ  0:13:37 大町北小学校 大町市
３ｋｍ小学男子５・６年 23 8050 原　健太郎 ﾊﾗ ｹﾝﾀﾛｳ  0:13:50 東京都
３ｋｍ小学男子５・６年 24 8055 森阪　春紀 ﾓﾘｻｶ ﾊﾙｷ  0:13:52 池田小学校 山梨県
３ｋｍ小学男子５・６年 25 8042 丸山　大夢 ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾛﾑ  0:13:56 丸山家 白馬村
３ｋｍ小学男子５・６年 26 8027 関　岳志 ｾｷ ﾀｹｼ  0:14:06 大町東小学校 大町市
３ｋｍ小学男子５・６年 27 8023 金原　蒼樹 ｷﾝﾊﾞﾗ ｿｳｷ  0:14:07 大町西小学校 大町市
３ｋｍ小学男子５・６年 28 8019 平林　慎太朗 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｼﾝﾀﾛｳ  0:14:19 大町南小学校 大町市
３ｋｍ小学男子５・６年 29 8024 勝野　遥也 ｶﾂﾉ ﾊﾙﾔ  0:14:20 大町東小学校 大町市
３ｋｍ小学男子５・６年 30 8038 田端　勇武 ﾀﾊﾞﾀ ｲｻﾑ  0:14:22 育てる会 大町市
３ｋｍ小学男子５・６年 31 8047 斉藤　柊雅 ｻｲﾄｳ ｼｭｳﾏ  0:14:23 腰越ＪＳＣ 上田市
３ｋｍ小学男子５・６年 32 8011 吉澤　正之 ﾖｼｻﾞﾜ ﾏｻﾕｷ  0:14:32 大町北小学校 大町市
３ｋｍ小学男子５・６年 33 8031 仁科　眞清 ﾆｼﾅ ﾏｽﾐ  0:14:33 大町スポーツクラブ 大町市
３ｋｍ小学男子５・６年 34 8021 金原　悠橙 ｷﾝﾊﾞﾗ ﾕｳﾄ  0:14:37 大町西小学校 大町市
３ｋｍ小学男子５・６年 35 8040 河村　頌平 ｶﾜﾑﾗ ｼｮｳﾍｲ  0:14:44 愛知県
３ｋｍ小学男子５・６年 36 8036 柏原　隆樹 ｶｼﾜﾗ ﾀｶｷ  0:14:51 育てる会 大町市
３ｋｍ小学男子５・６年 37 8016 宮坂　槙 ﾐﾔｻｶ ｼﾝ  0:15:01 大町北小学校 大町市
３ｋｍ小学男子５・６年 38 8032 平林　有翔 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾄ  0:15:15 大町スポーツクラブ 大町市
３ｋｍ小学男子５・６年 39 8015 原澤　亮太 ﾊﾗｻﾜ ﾘｮｳﾀ  0:15:19 大町北小学校 大町市
３ｋｍ小学男子５・６年 40 8009 駒澤　聖也 ｺﾏｻﾞﾜ ｾｲﾔ  0:15:19 大町北小学校 大町市
３ｋｍ小学男子５・６年 41 8039 小林　大樹 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｷ  0:15:20 堀金小学校 安曇野市
３ｋｍ小学男子５・６年 42 8035 根岸　尚彦 ﾈｷﾞｼ ﾅｵﾋｺ  0:15:25 育てる会 大町市
３ｋｍ小学男子５・６年 43 8022 松村　太樹 ﾏﾂﾑﾗ ﾀﾞｲｷ  0:16:16 大町西小学校 大町市
３ｋｍ小学男子５・６年 44 8013 田口　晴也 ﾀｸﾞﾁ ｾｲﾔ  0:16:29 大町北小学校 大町市
３ｋｍ小学男子５・６年 45 8008 権野　巧明 ｺﾞﾝﾉ ｺｳﾒｲ  0:17:19 大町北小学校 大町市
３ｋｍ小学男子５・６年 46 8014 荒木　亮磨 ｱﾗｷ ﾘｮｳﾏ  0:19:43 大町北小学校 大町市
３ｋｍ小学男子５・６年 47 8026 清水　祐輔 ｼﾐｽﾞ ﾕｳｽｹ  0:20:02 大町東小学校 大町市
３ｋｍ小学男子５・６年 48 8034 華石　翔名 ﾊﾅｲｼ ｼｮｳﾅ  0:20:05 育てる会 大町市
３ｋｍ小学男子５・６年 49 8043 宮地　輝 ﾐﾔﾁ ﾃﾙ  0:21:26 春日野小学校 愛知県
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３ｋｍ中学生男子 1 8226 畠山　龍大 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾘｮｳﾀ  0:09:58 大町第一中学校 大町市
３ｋｍ中学生男子 2 8239 工藤　淳平 ｸﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ  0:10:01 御殿場中学校 静岡県
３ｋｍ中学生男子 3 8227 髙橋　一輝 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｷ  0:10:08 大町第一中学校 大町市
３ｋｍ中学生男子 4 8219 小坂　晃大 ｺｻｶ ｱｷﾋﾛ  0:10:46 仁科台中学校 大町市
３ｋｍ中学生男子 5 8218 富田　翔哉 ﾄﾐﾀ ｼｮｳﾔ  0:10:55 仁科台中学校 大町市
３ｋｍ中学生男子 6 8240 芦部　冬馬 ｱｼﾍﾞ ﾄｳﾏ  0:10:58 宮田中学校 宮田村
３ｋｍ中学生男子 7 8211 片桐　正太郎 ｶﾀｷﾞﾘ ｼｮｳﾀﾛｳ  0:11:15 仁科台中学校 大町市
３ｋｍ中学生男子 8 8217 越山　遥斗 ｺｼﾔﾏ ﾊﾙﾄ  0:11:25 仁科台中学校 大町市
３ｋｍ中学生男子 9 8245 高山　雄大 ﾀｶﾔﾏ ﾕｳﾀﾞｲ  0:11:40 小川村
３ｋｍ中学生男子 10 8209 澁谷　柊斗 ｼﾌﾞﾔ ｼｭｳﾄ  0:11:41 仁科台中学校 大町市
３ｋｍ中学生男子 11 8242 松本　柊二 ﾏﾂﾓﾄ ｼｭｳｼﾞ  0:11:49 白馬中 白馬村
３ｋｍ中学生男子 12 8201 中川　雄太 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳﾀ  0:11:53 小谷中学校 小谷村
３ｋｍ中学生男子 13 8220 藤巻　風馬 ﾌｼﾞﾏｷ ﾌｳﾏ  0:12:06 仁科台中学校 大町市
３ｋｍ中学生男子 14 8214 堀　綾佑 ﾎﾘ ﾘｮｳｽｹ  0:12:08 仁科台中学校 大町市
３ｋｍ中学生男子 15 8205 輪湖　亮佑 ﾜｺ ﾘｮｳｽｹ  0:12:21 梓川中学校 松本市
３ｋｍ中学生男子 16 8210 一本木　弘輝 ｲｯﾎﾟﾝｷﾞ ﾋﾛｷ  0:12:30 仁科台中学校 大町市
３ｋｍ中学生男子 17 8216 笠井　敦司 ｶｻｲ ｱﾂｼ  0:12:40 仁科台中学校 大町市
３ｋｍ中学生男子 18 8232 小林　聖英 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｳｴｲ  0:13:01 育てる会 大町市
３ｋｍ中学生男子 19 8224 大西　昇帆 ｵｵﾆｼ ｼｮｳﾎ  0:13:16 大町第一中学校 大町市
３ｋｍ中学生男子 20 8212 丸山　翔平 ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳﾍｲ  0:13:20 仁科台中学校 大町市
３ｋｍ中学生男子 21 8203 宮嶋　健 ﾐﾔｼﾞﾏ ｹﾝ  0:13:22 白馬中学校 白馬村
３ｋｍ中学生男子 22 8221 櫻井　一樹 ｻｸﾗｲ ｲﾂｷ  0:13:35 大町第一中学校 大町市
３ｋｍ中学生男子 23 8241 宮地　快 ﾐﾔﾁ ｶｲ  0:13:36 桜田中学校 愛知県
３ｋｍ中学生男子 24 8234 福井　悠馬 ﾌｸｲ ﾕｳﾏ  0:13:43 育てる会 大町市
３ｋｍ中学生男子 25 8225 黒瀬　俊介 ｸﾛｾ ｼｭﾝｽｹ  0:13:49 大町第一中学校 大町市
３ｋｍ中学生男子 26 8238 米沢　幸駿 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾕｷﾀｶ  0:14:00 中野平中学 中野市
３ｋｍ中学生男子 27 8208 左右田　明洸 ｿｳﾀﾞ ｱｷﾋﾛ  0:14:03 大町第一中学校 大町市
３ｋｍ中学生男子 28 8222 佐藤　匠稀 ｻﾄｳ ﾀｸﾏ  0:14:08 大町第一中学校 大町市
３ｋｍ中学生男子 29 8231 木之本　遼 ｷﾉﾓﾄ ﾘｮｳ  0:14:09 育てる会 大町市
３ｋｍ中学生男子 30 8235 小島　史也 ｺｼﾞﾏ ﾌﾐﾔ  0:14:10 育てる会 大町市
３ｋｍ中学生男子 31 8229 鈴木　水響 ｽｽﾞｷ ﾐｽﾞｷ  0:14:13 育てる会 大町市
３ｋｍ中学生男子 32 8206 村越　隆也 ﾑﾗｺｼ ﾘｭｳﾔ  0:14:37 美麻中学校 大町市
３ｋｍ中学生男子 33 8237 平野　龍 ﾋﾗﾉ ﾘｭｳ  0:14:42 育てる会 大町市
３ｋｍ中学生男子 34 8228 江沼　信悟 ｴﾇﾏ ｼﾝｺﾞ  0:15:15 育てる会 大町市
３ｋｍ中学生男子 35 8233 須賀　拡 ｽｶﾞ ﾋﾛﾑ  0:15:28 育てる会 大町市
３ｋｍ中学生男子 36 8230 神山　隼人 ｶﾐﾔﾏ ﾊﾔﾄ  0:15:56 育てる会 大町市
３ｋｍ中学生男子 37 8244 高野　大成 ﾀｶﾉ ﾀｲｾｲ  0:16:29 東京都
３ｋｍ中学生男子 38 8204 小林　慶汰 ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲﾀ  0:20:10 チーム・リセット 大町市
３ｋｍ中学生男子 39 8207 仁科　醇也 ﾆｼﾅ ｱﾂﾔ  0:20:57 八坂中学校 大町市
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３ｋｍ一般男子 1 8412 中畑　量平 ﾅｶﾊﾀ ﾘｮｳﾍｲ  0:10:38 大町市陸協 大町市
３ｋｍ一般男子 2 8425 近藤　千之 ｺﾝﾄﾞｳ ﾁﾕｷ  0:11:41 長野市
３ｋｍ一般男子 3 8411 三村　茂 ﾐﾑﾗ ｼｹﾞﾙ  0:11:48 松本市
３ｋｍ一般男子 4 8424 小野　賢治 ｵﾉ ｹﾝｼﾞ  0:11:57 峯村組 白馬村
３ｋｍ一般男子 5 8418 神沢　賢一 ｶﾝｻﾞﾜ ｹﾝｲﾁ  0:12:33 安曇野市
３ｋｍ一般男子 6 8419 倉科　貴行 ｸﾗｼﾅ ﾀｶﾕｷ  0:12:42 池田町
３ｋｍ一般男子 7 8414 赤坂　隆宏 ｱｶｻｶ ﾀｶﾋﾛ  0:13:08 育てる会 大町市
３ｋｍ一般男子 8 8407 宮下　知浩 ﾐﾔｼﾀ ﾄﾓﾋﾛ  0:14:12 チームｇｒａｂｅｒ 松本市
３ｋｍ一般男子 9 8410 小林　令司 ｺﾊﾞﾔｼ ｻﾄｼ  0:14:58 池田町
３ｋｍ一般男子 10 8409 藤原　久徳 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋｻﾉﾘ  0:15:06 チームｇｒａｂｅｒ 安曇野市
３ｋｍ一般男子 11 8417 丸山　卓純 ﾏﾙﾔﾏ ﾀｶｽﾞﾐ  0:15:12 丸山家 白馬村
３ｋｍ一般男子 12 8402 須藤　淳 ｽﾄｳ ｼﾞｭﾝ  0:15:16 神奈川県
３ｋｍ一般男子 13 8404 杉本　明 ｽｷﾞﾓﾄ ｱｷﾗ  0:16:40 池田町
３ｋｍ一般男子 14 8405 待井　祐二 ﾏﾁｲ ﾕｳｼﾞ  0:18:33 塩尻市
３ｋｍ一般男子 15 8420 吉田　和孝 ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞﾀｶ  0:19:17 富士フイルム走友会 神奈川県
３ｋｍ一般男子 16 8401 山中　豊 ﾔﾏﾅｶ ﾕﾀｶ  0:20:37 多治見健友走会 岐阜県
３ｋｍ一般男子 17 8421 石川　竜哉 ｲｼｶﾜ ﾀﾂﾔ  0:20:49 山梨県
３ｋｍ一般男子 18 8403 岡部　忠美 ｵｶﾍﾞ ﾀﾀﾞﾐ  0:22:11 チームのこのこ 飯田市
３ｋｍ一般男子 19 8422 近藤　英人 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾃﾞﾄ  0:24:53 村田機械 愛知県
３ｋｍ一般男子 20 8423 樋口　龍之 ﾋｸﾞﾁ ﾀﾂﾕｷ  0:25:16 朝日楽走会 神奈川県
３ｋｍ一般男子 21 8406 尾澤　彰吾 ｵｻﾞﾜ ｼｮｳｺﾞ  0:30:22 白馬村


	☆全結果

